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平成 19 年６月 25 日 

 

各  位 

会 社 名   カンダコ－ポレ－ション株式会社 

                代 表 者 名   代表取締役社長   吉林 正和  

                （コ－ド番号        ９０５９ 東証第２部） 

                問 合せ先    取締役副社長    阿部  勉   

                               電   話   ０３－３２６５－１８４１ 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 
「平成 19年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 
平成 19 年５月 11 日に公表いたしました「平成 19 年３月期 決算短信」の記載内容に一部訂正

すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。下線部が訂正箇所であります。 

 

記 

 
１．訂正箇所（１頁）平成 19年３月期の連結業績（平成 18年４月１日～平成 19年３月 31日） 

（2）連結財政状態 

【訂正前】 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年３月期 30,144 10,258 34.0 892    27 

18 年３月期 29,009 10,082 34.7 880  38 

（参考）－省略－ 

【訂正後】 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年３月期 30,144 10,258 33.9 892    27 

18 年３月期 29,009 10,082 34.7 880  38 

（参考）－省略－ 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期 1,683 △1,027 441 4,415

18 年３月期 1,937 △724 △796 3,317
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【訂正後】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期 1,660 △1,003 441 4,415

18 年３月期 1,937 △724 △796 3,317

 
２．訂正箇所 １．経営成績 （2）財政状態に関する分析 

【訂正前】 【訂正後】 
①資産、負債及び純資産の状況 （４頁） 
（資産） 
（略）固定資産の残高は、226億 62百万円（前
連結会計年度末は 226億 12百万円）となり、14
百万円増加しました。 

①資産、負債及び純資産の状況 （４頁） 
（資産） 
（略）固定資産の残高は、226億 27百万円（前
連結会計年度末は 226億 12百万円）となり、14
百万円増加しました。 

（純資産） 
（略）この結果、自己資本比率は 0.7 ポイント
下降し、34.0%となりました。 

（純資産） 
（略）この結果、自己資本比率は 0.8 ポイント
下降し、33.9%となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度における連結ベースの現金及び

現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活

動の結果使用した資金 10億 27百万円を営業活
動の結果得られた資金 16億 83百万円と財務活
動の結果得られた資金 4 億 41 百万円でまかな
い、当連結会計年度期首に比べ９億 35百万円増
加し、当連結会計年度末には 44億 15百万円に
なりました。 

②キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度における連結ベースの現金及び

現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活

動の結果使用した資金 10 億３百万円を営業活
動の結果得られた資金 16億 60百万円と財務活
動の結果得られた資金 4 億 41 百万円でまかな
い、前連結会計年度末に比べ 10億 98百万円増
加し、当連結会計年度末には 44億 15百万円に
なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は、16 億 83 百万
円（前年同期比 13.1％減）となりました。（略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は、16 億 60 百万
円（前年同期比 14.3％減）となりました。（略） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は、10 億 27 百万
円（前年同期比 41.7％増）となりました。（略） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は、10億３百万円
（前年同期比 38.5％増）となりました。（略） 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
（５頁） 

平成 19年３月期 
自己資本比率（％） 34.0 
債務償還年数（年）  7.9 
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）11.3 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
（５頁） 

平成 19年３月期 
自己資本比率（％） 33.9 
債務償還年数（年）  8.0 
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）11.2 
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３．訂正箇所（17頁～19頁） ４．連結財務諸表 （4）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

 
前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

対前年比 

区 分 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 
   

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 1,190,168 1,014,406 

  

  

貸倒引当金の増減額 2,582 348 

  

  

固定資産売却益 △1,048 △7,297 

  

  

その他の負債の増加額 58,150 △16,344 

役員賞与の支払額 △35,419 △39,453 

小  計 2,604,934 2,451,970 △152,963

 利息及び配当金の受取額 
 利息の支払額 
 法人税等の支払額 

24,763

△179,281

△513,238

26,513 

△148,468 

△646,090 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,937,178 1,683,924 △253,253

 
【訂正後】 

 
前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

対前年比 

区 分 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 
   

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 1,190,168 1,014,406 

  

  

貸倒引当金の増加額 2,582 348 

  

  

固定資産売却益 △1,048 △31,138 

  

  

その他の負債の増減額 58,150 △16,344 

役員賞与の支払額 △35,419 △39,453 

小  計 2,604,934 2,428,129 △176,805

 利息及び配当金の受取額 
 利息の支払額 
 法人税等の支払額 

24,763

△179,281

△513,238

26,513 

△148,468 

△646,090 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,937,178 1,660,083 △277,095

 
.
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【訂正前】 

 
前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

対前年比 

区 分 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 
  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

  

有形固定資産の取得による支出 △792,928 △974,503 

有形固定資産の売却による収入 10,613 145,484 

  

  

その他投資活動による収入 47,996 37,787 

投資活動によるキャッシュ・フロー △724,624 △1,027,091 △302,466

  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

  

  

長期借入れによる収入 2,545,000 3,960,000 

  

  

親会社による配当金の支払額 △103,744 △114,416 

財務活動によるキャッシュ・フロー △796,442 441,170 1,237,613

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額 416,110 1,098,004 681,893

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 2,901,111 3,480,010 578,898

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 3,317,222 4,415,226 1,098,004

【訂正後】 

 
前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

対前年比 

区 分 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 
  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

  

有形固定資産の取得による支出 △792,928 △974,503 

有形固定資産の売却による収入 10,613 169,325 

  

  

その他投資活動による収入 47,996 37,787 

投資活動によるキャッシュ・フロー △724,624 △1,003,249 △278,624

  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー   

   

長期借入金による収入 2,545,000 3,960,000 

  

  

親会社による配当金の支払額 △103,744 △114,416 

財務活動によるキャッシュ・フロー △796,442 441,170 1,237,613

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 416,110 1,098,004 681,893

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 2,901,111 3,317,222 416,110

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 3,317,222 4,415,226 1,098,004
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4.訂正個所（27頁） （連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度（平成 19年３月 31日現在） ※1．担保に供している資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5．訂正箇所（29頁） （連結株主資本変動計算書関係） ２．配当に関する事項  

【訂正前】 

（1）配当金支払額 

（決議） 株式の書類 配当金の総額 
（千円） 

1 株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 普通株式 57,260 5.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成17年11月8日 
取締役会 普通株式 57,267 5.0 平成17年９月30日 平成17年12月５日 

 
【訂正後】 

（1）配当金支払額 

（決議） 株式の書類 配当金の総額 
（千円） 

1 株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 普通株式 57,260 5.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成18年11月7日 
取締役会 普通株式 57,258 5.0 平成18年９月30日 平成18年12月５日 

 
6．訂正箇所（31頁） （リース取引関係） 

【訂正前】 

当連結会計年度（自 平成 18年４月１日 至 平成 19年３月 31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 
 

取得価額相当額（千円） 減価償却累計額相当額 
（千円） 期末残高相当額（千円） 

機械装置及び運搬具 513,811 332,608 181,202 
工具器具及び備品 341,659 290,477 51,181 
ソフトウェア 4,758 2,537 2,220 
合  計 948,526 660,609 287,916 
 

           【訂正前】 

 建物  5,340,876千円  

 土地  8,119,471千円  

  計 13,460,347千円 

上記物件について、下記の担保に供しております。 

  短期借入金  1,515,000千円 

 長期借入金  6,672,004千円 
  計         8,187,004千円 

            【訂正後】 

 建物  5,340,876千円  

 土地  8,119,471千円  

  計 13,460,347千円 

上記物件について、下記の担保に供しております。 

  短期借入金  2,744,077千円 

 長期借入金  5,442,927千円 
  計         8,187,004千円 
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【訂正後】 

当連結会計年度（自 平成 18年４月１日 至 平成 19年３月 31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 
 

取得価額相当額（千円） 減価償却累計額相当額 
（千円） 期末残高相当額（千円） 

機械装置及び運搬具 602,109 367,594 234,514 
工具器具及び備品 341,659 290,477 51,181 
ソフトウェア 4,758 2,537 2,220 
合  計 948,526 660,609 287,916 
 
7．訂正箇所（33頁） （有価証券関係） 1．その他有価証券で時価のあるもの 

【訂正前】 
当連結会計年度（平成 19年３月 31日現在）  

種類 
取得原価（千円） 連結貸借対照表

計上額（千円） 差額（千円） 

（1）株式 300,747 793,826 493,079 
（2）債権 ― ― ― 
    
（3）その他 ― ― ― 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 
小計 300,747 793,826 493,079 

（1）株式 31,304 23,207 △7,872 
（2）債権 ― ― ― 
    
（3）その他 ― ― ― 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 
小計 31,304 23,207 △7,872 

合計 331,782 817,033 485,251 
（注）－省略－ 

 
【訂正後】 

当連結会計年度（平成 19年３月 31日現在）  
種類 

取得原価（千円） 連結貸借対照表
計上額（千円） 差額（千円） 

（1）株式 300,697 793,826 493,129 
（2）債権 ― ― ― 
    
（3）その他 ― ― ― 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 
小計 300,697 793,826 493,129 

（1）株式 31,034 23,207 △7,827 
（2）債権 ― ― ― 
    
（3）その他 ― ― ― 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 
小計 31,034 23,207 △7,827 

合計 331,732 817,033 485,301 
（注）－省略－ 
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８．訂正箇所（35頁） （退職給付関係） 
【訂正前】 【訂正後】 

 当社グループは、退職一時金制度、適格退職

年金制度、中小企業退職金共済制度を採用して

おります。 
 提出会社及び連結子会社４社は退職一時金

制度、連結子会社１社は適格退職年金制度、連

結子会社 13社は中小企業退職金共済制度を採
用しております。 

当社グループは、退職一時金制度、適格退職

年金制度、中小企業退職金共済制度、特定退職

金共済制度のほか、複数事業主制度の総合設立

型厚生年金基金に加入しております。 
 提出会社及び連結子会社４社は退職一時金

制度、連結子会社１社は適格退職年金制度、連

結子会社 12社は中小企業退職金共済制度、連
結子会社１社は特定退職金共済制度を採用し、

連結子会社２社は、複数事業主制度の総合設立

型厚生年金基金に加入しております。 
 
【訂正前】 

２．退職給付債務及びその内訳 

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 
 
【訂正後】 

２．退職給付債務及びその内訳 

（注）１．連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

２．総合設立型厚生年金の年金資産の額は 344,059千円（掛金拠出割合で計算）であり、上

記年金資産には含まれておりません。 
 

【訂正前】 

３．退職給付費用の内訳                          （単位：千円） 
 前連結会計年度 

（自 平成 17年４月 １日 
当連結会計年度 

（自 平成 18年４月 １日 
  至 平成 18年３月 31日）  至 平成 19年３月 31日） 
退職給付費用 96,091 93,979 
   
（4）その他の退職給付費用 17,312 16,955 
（注）２．その他の退職給付費用は中小企業退職金共済制度への当期拠出額であります。 
 
【訂正後】 

３．退職給付費用の内訳                          （単位：千円） 
 前連結会計年度 

（自 平成 17年４月 １日 
当連結会計年度 

（自 平成 18年４月 １日 
  至 平成 18年３月 31日）  至 平成 19年３月 31日） 
退職給付費用 106,732 105,751 
   
（4）総合設立型厚生年金基金

への拠出金 10,641 11,552 

（5）その他の退職給付費用 17,312 17,175 
（注）２．総合設立型厚生年金基金への拠出額は、従業員拠出額を控除しております。 

３．その他の退職給付費用は中小企業退職金共済制度および特定退職金共済制度への当期拠

出額であります。 
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９．訂正箇所（50頁） ５．個別財務諸表 株主資本等変動計算書 
当事業年度（自平成 18年４月 1日 至平成 19年３月 31日） 

【訂正前】                                 （単位：千円） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 
準備金 

その他

資本 
剰余金 

資本 
剰余金

合計 

利益 
準備金 固定資

産圧縮

積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

利益 
剰余金

合計 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

平成 18年３月 31日残高 1，772,784 1,627，898 42 1,627,940 157,916 93,945 3,665,000 1,334,519 5,251,381 △57,414 8,594,691

     

事業年度中の変動額合計 － － 88 88 － △3,671 200,000 393,372 588,701 △830 588,960

平成 19 年３月 31 日残高 1,772,784 1,627,898 130 1,628,029 157,916 90,273 3,865,000 1,727,891 5,841,082 △58,245 9,183,650

 
評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 
評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成 18年３月 31日残高 485,393 485,393 9,080,084 

  

事業年度中の変動額合計 △203,148 △203,148 385,812 

平成 19 年３月 31 日残高 282,245 282,245 9,465,895 

（注）平成 18年６月 29日開催の定時株主総会における利益処分によるものであります。 

 
【訂正後】                                 （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本 
準備金 

その他

資本 
剰余金 

資本 
剰余金

合計 

利益 
準備金 固定資

産圧縮

積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

利益 
剰余金

合計 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

平成 18年３月 31日残高 
1，772,784 1,627，898 42 1,627,940 157,916 93,945 3,665,000 1,334,519 5,251,381 △57,414 8,594,691

 
    

事業年度中の変動額合計 － － 88 88 － △3,671 200,000 393,372 589,700 △830 588,959

平成 19 年３月 31 日残高 1,772,784 1,627,898 130 1,628,029 157,916 90,273 3,865,000 1,727,891 5,841,082 △58,245 9,183,650

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券

評価差額金 
評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成 18年３月 31日残高 485,393 485,393 9,080,084 

  

事業年度中の変動額合計 △203,148 △203,148 385,810 

平成 19 年３月 31 日残高 282,245 282,245 9,465,895 

（注）平成 18年６月 29日開催の定時株主総会における利益処分によるものであります。 


