
 

 

 

 

平成 19 年 11 月 28 日 

各 位 

 上場会社名 

代表者の役職氏名 

株式会社エディオン 

代表取締役社長 久保 允誉 
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コード番号 2730（東証・名証 各市場第一部）

  
 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

    財務経理部長兼内部統制推進室長 麻 田 祐 司 

電話番号 （０６）－６４４０－８７１４ 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 20 年３月期 中間決算短信」の一部修正について 

 

平成 19 年 11 月 16 日付で開示いたしました「平成 20 年３月期 中間決算短信」の記載

内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、

訂正箇所には下線を伏して表示しております。 

 また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後のデータも送信いたします。 

 

記 

 

１．１ページ 
(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９月中間期 
18 年９月中間期 

11,766      
△2,330      

△23,673     
△15,258     

8,263      
12,208      

23,947     
 8,391     

19 年３月期 3,408      △12,102     22,512      27,590     

 
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９月中間期 
18 年９月中間期 

11,766      
△2,330      

△23,673     
△15,258     

9,622      
12,208      

25,305     
 8,391     

19 年３月期 3,408      △12,102     22,512      27,590     

 



 

２．５ページ 

  訂正前 

                                         （単位：百万円） 
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（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

訂正後 

                                         （単位：百万円） 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

前中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日 

増減 

△は減少 

期 別 

 

区 分 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 

         ％        ％     ％

テレビ 51,111 14.1 59,069 14.1 7,957 15.6

ビデオ 32,254 8.9 35,696 8.5 3,441 10.7

オーディオ 5,160 1.4 6,081 1.5 920 17.8

テープレコーダー等 7,650 2.1 7,617 1.8 △32 △0.4

エアコン 36,776 10.1 38,756 9.3 1,979 5.4

暖房機器 199 0.1 223 0.1 24 12.0

冷蔵庫 22,883 6.3 25,136 6.0 2,253 9.8

洗濯機・クリーナー 22,318 6.2 24,308 5.8 1,990 8.9

レンジ 4,231 1.2 5,190 1.2 959 22.7

調理家電 10,891 3.2 11,922 2.8 1,031 9.5

理美容・健康家電 14,908 4.1 16,591 4.0 1,683 11.3

照明器具 3,917 1.1 4,123 1.0 206 5.3

パソコン 57,753 15.9 64,981 15.5 7,227 12.5

その他のＯＡ機器 10,695 2.9 20,149 4.8 9,453 88.4

音響ソフト・楽器 4,528 1.2 8,394 2.0 3,865 85.3

その他 77,478 21.4 90,472 21.6 12,994 16.8

合計 362,760 100.0 418,717 100.0 55,956 15.4

前中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日 

増減 

△は減少 

期 別 

 

区 分 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 

         ％        ％     ％

テレビ 51,111 14.1 59,069 14.1 7,957 15.6

ビデオ 32,254 8.9 35,696 8.5 3,441 10.7

オーディオ 5,160 1.4 6,081 1.5 920 17.8

テープレコーダー等 7,650 2.1 7,617 1.8 △32 △0.4

エアコン 36,776 10.1 38,756 9.3 1,979 5.4

暖房機器 199 0.1 223 0.1 24 12.0

冷蔵庫 22,883 6.3 25,136 6.0 2,253 9.8

洗濯機・クリーナー 22,318 6.2 24,308 5.8 1,990 8.9

レンジ 4,231 1.2 5,190 1.2 959 22.7

調理家電 10,891 3.0 11,922 2.8 1,031 9.5

理美容・健康家電 14,908 4.1 16,591 4.0 1,683 11.3

照明器具 3,917 1.1 4,123 1.0 206 5.3

パソコン 57,753 15.9 64,981 15.5 7,227 12.5

その他のＯＡ機器 10,695 2.9 20,149 4.8 9,453 88.4

音響ソフト・楽器 4,528 1.2 8,394 2.0 3,865 85.3

その他 77,478 21.4 90,472 21.6 12,994 16.8

合計 362,760 100.0 418,717 100.0 55,956 15.4
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３．７ページ 

(2)財政状態に関する分析 
（資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 

訂正前 

連結キャッシュ・フローの状況                             単位：百万円 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 比較増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,330 11,766 14,096 

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,258 △23,673  △8,414 

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,208 8,263 △3,945

現金及び現金同等物の増減額 △5,380 △3,643 1,736

現金及び現金同等物の期首残高 13,771 27,590 13,818 

現金及び現金同等物の期末残高 8,391 23,947 15,555

 

当中間連結会計期間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、前連結会計

年度末に比べ36億43百万円減少し、当中間連結会計期間末は239億47百万円（前年同期比285.4％）となり

ました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は82億63百万円（前中間連結会計期間に比し39億45百万円の減少）とな

りました。これは短期借入金の純増加額が114億51百万円、長期借入による収入が35億円、長期借入金の

返済による支出が70億13百万円、配当金の支払が11億51百万円あったこと等によるものであります。 

 

訂正後 

連結キャッシュ・フローの状況                             単位：百万円 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 比較増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,330 11,766 14,096 

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,258 △23,673  △8,414 

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,208 9,622 △2,586

現金及び現金同等物の増減額 △5,380 △2,285 3,095

現金及び現金同等物の期首残高 13,771 27,590 13,818 

現金及び現金同等物の期末残高 8,391 25,305 16,914

 

当中間連結会計期間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、前連結会計

年度末に比べ22億85百万円減少し、当中間連結会計期間末は253億５百万円（前年同期比301.6％）となり

ました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は96億22百万円（前中間連結会計期間に比し25億86百万円の減少）とな

りました。これは短期借入金の純増加額が128億10百万円、長期借入による収入が35億円、長期借入金の

返済による支出が70億13百万円、配当金の支払が11億51百万円あったこと等によるものであります。 
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４．22 ページ 

(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 
訂正前 

  

前中間連結会計期間 
 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー
計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の純増
減額 

 13,519 11,451 13,000 

長期借入れによる
収入 

 6,000 3,500 26,000 

長期借入金の返済
による支出 

 △5,991 △7,013 △13,969 

社債の償還による
支出 

 △120 △120 △240 

配当金の支払額  △1,055 △1,151 △2,111 

その他  △143 1,596 △166 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 12,208 8,263 22,512 

Ⅳ 現金及び現金同等物
の増減額 

 △5,380 △3,643 13,818 

Ⅴ 現金及び現金同等物
の期首残高 

 13,771 27,590 13,771 

Ⅵ 現金及び現金同等物
の中間期末（期末）残
高 

※１ 8,391 23,947 27,590 
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訂正後 

  

前中間連結会計期間 
 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー
計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の純増
減額 

 13,519 12,810 13,000 

長期借入れによる
収入 

 6,000 3,500 26,000 

長期借入金の返済
による支出 

 △5,991 △7,013 △13,969 

社債の償還による
支出 

 △120 △120 △240 

配当金の支払額  △1,055 △1,151 △2,111 

その他  △143 1,596 △166 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 12,208 9,622 22,512 

Ⅳ 現金及び現金同等物
の増減額 

 △5,380 △2,285 13,818 

Ⅴ 現金及び現金同等物
の期首残高 

 13,771 27,590 13,771 

Ⅵ 現金及び現金同等物
の中間期末（期末）残
高 

※１ 8,391 25,305 27,590 
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５．37 ページ 

注記事項 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 
訂正前 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 
 

現金及び預金勘定 8,471百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△80百万円

現金及び現金同等物 8,391百万円
  

 
現金及び預金勘定 30,387百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△6,440百万円

現金及び現金同等物 23,947百万円
  

 
現金及び預金勘定 28,992百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△1,402百万円

現金及び現金同等物 27,590百万円
  

 

訂正後 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 
 

現金及び預金勘定 8,471百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△80百万円

現金及び現金同等物 8,391百万円
  

 
現金及び預金勘定 31,745百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△6,440百万円

現金及び現金同等物 25,305百万円
  

 
現金及び預金勘定 28,992百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△1,402百万円

現金及び現金同等物 27,590百万円
  

 

以 上 

        


