
平成 19年 12月 7日

各　　　位
富士機工株式会社

代表取締役社長 西塚　勝幸   

(コード番号 7260 東証第1部 )

山本　豊文

（TEL 053 - 575 - 2717）

　平成 19年10月26日に公表いたしました「平成20年3月期　中間決算短信」について一部訂正がありま

したので、お知らせいたします。

　なお、訂正箇所には下線を付しております。

１．９ページ　　４．中間連結財務諸表　(2)中間連結損益計算書

〈訂正前〉

〈訂正後〉

記

（訂正）「平成20年3月期　中間決算短信」の一部訂正について

会 社 名

代 表 者 名

問 合 せ 先 財務経理部長

注記
番号

内訳（千円） 金額（千円）
百分比
(％)

内訳（千円） 金額（千円）
百分比
(％)

内訳（千円） 金額（千円）
百分比
(％)

Ⅴ　営業外費用

1.支払利息 244,365 437,467 593,649

2.持分法による投資損失 3,605 － －

3.為替差損 － 32,775 －

4.雑損失 134,052 382,023 0.8 145,671 615,914 1.1 416,670 1,010,320 1.0

経常損失（△） △ 386,169 △ 0.8 1,252,691 △ 2.2 △ 691,708 △ 0.7

（自　平成19年４月１日

～～～～～省略～～～～～

（自　平成18年４月１日

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

～～～～～省略～～～～～

　　至　平成19年３月31日）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

　　至　平成18年９月30日）

区分

　　至　平成19年９月30日）

（自　平成18年４月１日

注記
番号

内訳（千円） 金額（千円）
百分比
(％)

内訳（千円） 金額（千円）
百分比
(％)

内訳（千円） 金額（千円）
百分比
(％)

Ⅴ　営業外費用

1.支払利息 244,365 437,467 593,649

2.持分法による投資損失 3,605 － －

3.為替差損 － 32,775 －

4.雑損失 134,052 382,023 0.8 145,671 615,914 1.1 416,670 1,010,320 1.0

経常損失（△） △ 386,169 △ 0.8 △ 1,252,691 △ 2.2 △ 691,708 △ 0.7

～～～～～省略～～～～～

～～～～～省略～～～～～

区分

　　至　平成18年９月30日） 　　至　平成19年９月30日） 　　至　平成19年３月31日）

（自　平成18年４月１日 （自　平成19年４月１日 （自　平成18年４月１日

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の

要約連結損益計算書
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２．１４ページ　　４．中間連結財務諸表　(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書

〈訂正前〉

〈訂正後〉

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
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 （自　平成19年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）　　至　平成19年９月30日） 　　至　平成19年３月31日）
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ

為替差損 962 7,323 3,285

その他 149,333 △ 237,308 △ 164,747

　　　小計 △ 2,753,339 △ 612,900 △ 2,463,262

～～～～～省略～～～～～

区　　　　分

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

～～～～～省略～～～～～

～～～～～省略～～～～～

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
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 （自　平成19年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）　　至　平成19年９月30日） 　　至　平成19年３月31日）
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ

為替差損 962 7,323 593,649

その他 149,333 △ 237,308 △ 161,462

　　　小計 △ 2,753,339 △ 612,902 △ 2,463,262

区　　　　分

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

～～～～～省略～～～～～

～～～～～省略～～～～～

～～～～～省略～～～～～
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３．２０ページ　中間連結財務諸表に関する注記事項　（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

〈訂正前〉

〈訂正後〉

以　　上

※ ※ ※

現金及び預金勘定 2,886,149 千円 現金及び預金勘定 3,273,625 千円 現金及び預金勘定 5,900,269 千円

有価証券 80,276 千円
預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

145,904 千円 有価証券 12,002 千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 △144,345 千円 預金及び現金同等物 3,419,530 千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 △148,506 千円

預金及び現金同等物 2,822,080 千円 預金及び現金同等物 5,763,765 千円

前中間連結会計期間

　　至　平成18年９月30日）

（自　平成18年４月１日

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

当中間連結会計期間

　　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

　　至　平成19年３月31日）

（自　平成19年４月１日 （自　平成18年４月１日

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

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

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

※ ※ ※

現金及び預金勘定 2,886,149 千円 現金及び預金勘定 3,565,434 千円 現金及び預金勘定 5,900,269 千円

有価証券 80,276 千円
預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△145,904 千円 有価証券 12,002 千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 △144,345 千円 預金及び現金同等物 3,419,530 千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 △148,506 千円

預金及び現金同等物 2,822,080 千円 預金及び現金同等物 5,763,765 千円

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

　　至　平成18年９月30日） 　　至　平成19年９月30日） 　　至　平成19年３月31日）

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

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

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

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成19年４月１日 （自　平成18年４月１日
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