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      (財)財務会計基準機構会員  

  

 

 

平成１９年７月３１日 
各    位 

会 社 名 株式会社ハリマビステム  
代表者名  代表取締役社長 鴻 義久 

（JASDAQ  コード番号 ９７８０ ） 
問合せ先  経理部長 川﨑久典 

（TEL．０４５－３１１－６２４１） 
 

(訂正) 平成 19 年３月期決算短信の一部訂正について 
 

 平成 19 年 5 月 16 日に開示いたしました「平成 19 年３月期決算短信」の記載について一部誤りがあ

りましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所① 平成 19 年３月期決算短信 １ﾍﾟｰｼﾞ】 
 
１． 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） 

(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 

 
19年３月期 
18年３月期

百万円 
237      
200     

百万円
119    
△2    

百万円 
△311      
△395      

百万円
1,897     
1,852    

 
（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 

 
19年３月期 
18年３月期

百万円 
246      
200     

百万円
109    
△2    

百万円 
△311      
△395      

百万円
1,897     
1,852     

 
 

 

【訂正箇所② 平成 19 年３月期決算短信 11～12 ﾍﾟｰｼﾞ】 
 

４． 連結財務諸表等 

連結財務諸表 

⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書 
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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) 

比較増減 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(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 342,839 247,324 △95,514

   減価償却費 42,860 40,464 △2,395

   減損損失 14,759 3,550 △11,209

   固定資産除売却損 113,493 1,742 △111,750

   保険解約益 － △106,325 △106,325

   投資有価証券売却益 △66,613 △87,291 △20,677

   退職給付引当金の増加額 7,085 9,836 2,751

役員退職慰労引当金の増加額 － 174,281 174,281

   貸倒引当金の増加(△減少)額 1,655 △9,308 △10,963

   賞与引当金の減少額 △21,042 △286 20,755

   受取利息及び受取配当金 △15,213 △21,365 △6,152

   支払利息 26,129 28,102 1,972

   売上債権の減少(△増加)額 △88,258 14,890 103,148

   たな卸資産の減少額 3,503 22,306 18,802

   その他の流動資産の減少(△増加)額 △2,319 390 2,710

   仕入債務の増加(△減少)額 35,767 △33,462 △69,229

   未払消費税等の増加額 3,283 18,187 14,904

   その他の流動負債の増加額 3,586 66,941 63,354

   その他 △16,909 23,731 40,641

    小計 384,605 393,710 9,104

   利息及び配当金の受取額 14,929 20,475 5,546

   利息の支払額 △25,975 △28,326 △2,350

   法人税等の支払額 △173,400 △148,492 24,908

  営業活動によるキャッシュ・フロー 200,159 237,367 37,208 
 

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) 

比較増減 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   定期預金の預入による支出 － △40,000 △40,000

   子会社株式取得による支出 － △67,813 △67,813

   有形固定資産の取得による支出 △40,318 △46,799 △6,481

   有形固定資産の売却による収入 58,263 100 △58,163

   投資有価証券の取得による支出 △102,662 △5,699 96,962

   投資有価証券の売却による収入 145,059 143,458 △1,601

   保険積立金の増加による支出 △72,310 △72,656 △346

   保険積立金の減少による収入 41,769 274,800 233,031

   貸付けによる支出 △27,333 △99,933 △72,600

   貸付金の回収による収入 11,148 8,611 △2,536

   その他 △15,988 25,165 41,153

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,370 119,231 121,602

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の増加(△減少)額 25,366 △248,362 △273,728

   長期借入れによる収入 1,100,000 1,400,000 300,000

   長期借入金の返済による支出 △1,470,928 △1,414,344 56,584

   自己株式の取得による支出 △2,701 △1,382 1,319

   配当金の支払額 △47,606 △47,708 △101

  財務活動によるキャッシュ・フロー △395,870 △311,796 84,074

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 452 344 △107

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額 △197,630 45,147 242,777

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,050,021 1,852,391 △197,630

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,852,391 1,897,538 45,147
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（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) 

比較増減 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(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 342,839 247,324 △95,514

   減価償却費 42,860 40,464 △2,395

   減損損失 14,759 3,550 △11,209

   固定資産除売却損 113,493 1,742 △111,750

   保険解約益 － △106,325 △106,325

   投資有価証券売却益 △66,613 △87,291 △20,677

   退職給付引当金の増加額 7,085 9,836 2,751

役員退職慰労引当金の増加額 － 174,281 174,281

   貸倒引当金の増加(△減少)額 1,655 △9,308 △10,963

   賞与引当金の減少額 △21,042 △286 20,755

   受取利息及び受取配当金 △15,213 △21,365 △6,152

   支払利息 26,129 28,102 1,972

   売上債権の減少(△増加)額 △88,258 14,890 103,148

   たな卸資産の減少額 3,503 22,306 18,802

   その他の流動資産の減少(△増加)額 △2,319 390 2,710

   仕入債務の増加(△減少)額 35,767 △33,462 △69,229

   未払消費税等の増加額 3,283 18,187 14,904

   その他の流動負債の増加額 3,586 66,941 63,354

   その他 △16,909 33,144 50,054

    小計 384,605 403,122 18,517

   利息及び配当金の受取額 14,929 20,475 5,546

   利息の支払額 △25,975 △28,326 △2,350

   法人税等の支払額 △173,400 △148,492 24,908

  営業活動によるキャッシュ・フロー 200,159 246,779 46,620 
 

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) 

比較増減 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   定期預金の預入による支出 － △40,000 △40,000

   連結範囲の変更を伴う子会社株式 
の取得による支出

－ △80,847 △80,847

   有形固定資産の取得による支出 △40,318 △46,799 △6,481

   有形固定資産の売却による収入 58,263 100 △58,163

   投資有価証券の取得による支出 △102,662 △5,699 96,962

   投資有価証券の売却による収入 145,059 143,458 △1,601

   保険積立金の増加による支出 △72,310 △72,656 △346

   保険積立金の減少による収入 41,769 236,638 194,868

      長期前払費用の減少による収入 － 97,770 97,770

   貸付けによる支出 △27,333 △99,933 △72,600

   貸付金の回収による収入 11,148 8,611 △2,536

   その他 △15,988 △30,821 △14,833

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,370 109,819 112,190

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の増加(△減少)額 25,366 △248,362 △273,728

   長期借入れによる収入 1,100,000 1,400,000 300,000

   長期借入金の返済による支出 △1,470,928 △1,414,344 56,584

   自己株式の取得による支出 △2,701 △1,382 1,319

   配当金の支払額 △47,606 △47,708 △101

  財務活動によるキャッシュ・フロー △395,870 △311,796 84,074

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 452 344 △107

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額 △197,630 45,147 242,777

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,050,021 1,852,391 △197,630

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,852,391 1,897,538 45,147

  
以 上 


	⑤　連結キャッシュ・フロー計算書 

