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                             （財）財務会計基準機構会員 
 

平成19年12月10日 

各  位 

会 社 名 ユニ・チャーム株式会社 

代表者名 代表取締役 社長執行役員 高原 豪久 

（コード番号 ８１１３ 東証第１部） 

問合せ先 執行役員 経理部長 岩田 淳 

（ＴＥＬ (03)3451-5111） 

 

（訂正）平成20年３月期 中間決算短信の一部訂正について 

 

 平成19年10月31日に発表いたしました表記開示資料につきまして、一部訂正がありましたのでお知らせいたし
ます。 

 
記 
 

訂正箇所には下線を付しております。 
 
 
【１ページ】 
 
（訂正前） 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 18,493 △10,881 △1,954 71,158
18年９月中間期 8,741 △7,651 △9,258 59,593
19年３月期 28,357 △20,328 △10,795 65,449
 
（訂正後） 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 18,928 △10,881 △2,389 71,158
18年９月中間期 8,741 △7,651 △9,258 59,593
19年３月期 28,357 △20,328 △10,795 65,449
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【８ページ】 
 
（訂正前） 

(2) 財政状態に関する分析 

 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は前期末に比べ5,708百万円増の、71,158百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益14,498百万円、減価償却費7,002百万円、法人税等の

支払4,117百万円等により18,493百万円の増加となりました。 

②投資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・フローは、有形固定資産の取得8,562百万円、投資有価証券の取得2,305百万円等により、

10,881百万円の減少となりました。 

③財務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・フローは、短期借入金の純減少額 470 百万円、配当金の支払 983 百万円等により、1,954

百万円の減少となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

  平成16年３月期  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
平成19年９月 

中間期 

自己資本比率（％） 59.2 63.9 60.4 60.0 60.1

時価ベースの自己資本比率（％） 158.4 148.5 150.9 178.8 161.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  0.2 0.2 0.2 0.4 0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） 124.2 77.2 73.2 69.1 67.8

 

（訂正後） 
(2) 財政状態に関する分析 

 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は前期末に比べ5,708百万円増の、71,158百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益14,498百万円、減価償却費7,002百万円、法人税等の

支払4,117百万円等により18,928百万円の増加となりました。 

②投資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・フローは、有形固定資産の取得8,562百万円、投資有価証券の取得2,305百万円等により、

10,881百万円の減少となりました。 

③財務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・フローは、短期借入金の純減少額470百万円、配当金の支払1,416百万円等により、2,389

百万円の減少となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

  平成16年３月期  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
平成19年９月 

中間期 

自己資本比率（％） 59.2 63.9 60.4 60.0 60.1

時価ベースの自己資本比率（％） 158.4 148.5 150.9 178.8 161.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  0.2 0.2 0.2 0.4 0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） 124.2 77.2 73.2 69.1 69.4
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【18ページ】 
 
（訂正前） 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

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 
金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前中間（当期）純利益 13,014 14,498 29,078

   減価償却費 6,339 7,002 13,184

   貸倒引当金の増減額（△は減少） △373 6 △395

   退職給付引当金の増減額（△は減少） △90 △27 319

   役員退職慰労引当金の増減額 30 － 62

   受取利息及び受取配当金 △431 △558 △852

   支払利息 206 239 412

   固定資産売却益 △1 △50 △173

   固定資産処分損 293 234 792

   投資有価証券売却益 0 △26 △33

   売上債権の増減額（△は増加） △924 1,746 △4,851

   たな卸資産の増減額（△は増加） △3,637 921 △3,956

   仕入債務の増減額（△は減少） 1,071 △392 2,576

   その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,075 △1,608 5,091

   その他 △1,038 306 374

    小計 16,533 22,291 41,629

   利息及び配当金の受取額 424 592 847

   利息の支払額 △238 △272 △410

   法人税等の支払額 △7,978 △4,117 △13,708

    営業活動によるキャッシュ・フロー 8,741 18,493 28,357

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 △7,917 △8,562 △20,760

   有形固定資産の売却による収入 53 139 567

   無形固定資産の取得による支出 △327 △195 △546

   有価証券の取得による支出 △51,275 △44,994 △95,688

   有価証券の売却及び償還による収入 54,255 45,273 99,427

   投資有価証券の取得による支出 △2,008 △2,305 △3,012

   投資有価証券の売却及び償還による収入 0 53 136

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

    取得による支出 
△574 － △574

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

    売却による支出 
－ △76 －

   その他 143 △213 122

    投資活動によるキャッシュ・フロー △7,651 △10,881 △20,328
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（訂正後） 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

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 
金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前中間（当期）純利益 13,014 14,498 29,078

   減価償却費 6,339 7,002 13,184

   貸倒引当金の増減額（△は減少） △373 6 △395

   退職給付引当金の増減額（△は減少） △90 △27 319

   役員退職慰労引当金の増減額 30 － 62

   受取利息及び受取配当金 △431 △558 △852

   支払利息 206 239 412

   固定資産売却益 △1 △50 △173

   固定資産処分損 293 234 792

   投資有価証券売却益 0 △26 △33

   売上債権の増減額（△は増加） △924 1,746 △4,851

   たな卸資産の増減額（△は増加） △3,637 921 △3,956

   仕入債務の増減額（△は減少） 1,071 △392 2,576

   その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,075 △1,175 5,091

   その他 △1,038 308 374

    小計 16,533 22,726 41,629

   利息及び配当金の受取額 424 592 847

   利息の支払額 △238 △272 △410

   法人税等の支払額 △7,978 △4,117 △13,708

    営業活動によるキャッシュ・フロー 8,741 18,928 28,357

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 △7,917 △8,562 △20,760

   有形固定資産の売却による収入 53 139 567

   無形固定資産の取得による支出 △327 △195 △546

   有価証券の取得による支出 △51,275 △44,994 △95,688

   有価証券の売却及び償還による収入 54,255 45,273 99,427

   投資有価証券の取得による支出 △2,008 △2,305 △3,012

   投資有価証券の売却及び償還による収入 0 53 136

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

    取得による支出 
△574 － △574

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

    売却による支出 
－ △76 －

   その他 143 △213 122

    投資活動によるキャッシュ・フロー △7,651 △10,881 △20,328
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【19ページ】 
 
（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 
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  

   短期借入金の減少額 △1,381 △470 △2,499

   長期借入による収入 12 － 1,177

   長期借入金の返済による支出 △134 △67 △65

   自己株式取得による支出 △6,003 △3 △6,014

   配当金の支払額 △1,040 △983 △2,461

   少数株主への配当金の支払額 △711 △429 △931

    財務活動によるキャッシュ・フロー △9,258 △1,954 △10,795

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 113 51 567

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,055 5,708 △2,199

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 67,649 65,449 67,649

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 59,593 71,158 65,449

  

 

（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 
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  

   短期借入金の減少額 △1,381 △470 △2,499

   長期借入による収入 12 － 1,177

   長期借入金の返済による支出 △134 △67 △65

   自己株式取得による支出 △6,003 △5 △6,014

   配当金の支払額 △1,040 △1,416 △2,461

   少数株主への配当金の支払額 △711 △429 △931

    財務活動によるキャッシュ・フロー △9,258 △2,389 △10,795

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 113 51 567

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,055 5,708 △2,199

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 67,649 65,449 67,649

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 59,593 71,158 65,449

  

 


