
 平成19年12月11日 

各  位 

 

名古屋市中村区名駅四丁目23番９号

株 式 会 社 ク ロ ッ プ ス

代表取締役社長 前 田  博 史

（コード番号：9428） 名証ｾﾝﾄﾚｯｸｽ 

問合せ先：取締役管理部門担当 

 小 林  正 明

（TEL 052-588-5640）

 

（訂正）平成20年３月期 中間決算短信（連結）の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成19年11月９日に発表しました平成20年３月期 中間決算短信（連結）の記載内容に一部訂正がありますの

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付しております。 

 

記 

 

〔平成 20 年３月期 中間決算短信（連結）〕（19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 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

 至 平成18年９月30日)

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

(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(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   

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  483,696 416,017 766,633

 ２ 減価償却費  32,965 41,878 73,737

 ３ 貸倒引当金の増加額（△減少額）  △20 ― △21

４ 賞与引当金の増加額（△減少額）  △18,081 28,633 △63,559

５ 役員賞与引当金の増加額（△減少額）  △2,000 △2,300 300

６ 退職給付引当金の増加額（△減少額）  9,165 9,449 14,102

７ 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  △6,950 △510 △4,310

 ８ 受取利息及び受取配当金  △2,012 △3,533 △2,873

 ９ 支払利息  3,861 4,457 8,344

10 固定資産除却損  3,511 984 15,959

 11 ゴルフ会員権評価損  955 ― 955

 12 売上債権の減少額（△増加額）  434,955 235,760 26,051

 13 たな卸資産の減少額（△増加額）  80,489 149,391 100,885

14 仕入債務の増加額（△減少額）  △401,343 △335,438 △88,187

 15 その他  △52,792 △126,850 113,491

    小計  566,399 417,940 961,509

 16 利息及び配当金の受取額  2,092 3,287 2,684

 17 利息の支払額  △3,815 △4,541 △8,303

 18 法人税等の還付額  44 ― 44

 19 法人税等の支払額  △140,362 △211,141 △273,615

  営業活動によるキャッシュ・フロー  424,358 205,545 682,319

（略） (略) （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 



【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

 至 平成18年９月30日)

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

(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(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   

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  483,696 416,017 766,633

 ２ 減価償却費  32,965 41,878 73,737

 ３ 貸倒引当金の増加額（△減少額）  △20 ― △21

４ 賞与引当金の増加額（△減少額）  △18,081 28,633 △63,559

５ 役員賞与引当金の増加額（△減少額）  △2,000 △2,300 300

６ 退職給付引当金の増加額（△減少額）  9,165 9,449 14,102

７ 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  △6,950 △510 △4,310

 ８ 受取利息及び受取配当金  △2,012 △3,533 △2,873

 ９ 支払利息  3,861 4,461 8,344

10 固定資産除却損  3,511 984 15,959

 11 ゴルフ会員権評価損  955 ― 955

 12 売上債権の減少額（△増加額）  434,955 235,760 26,051

 13 たな卸資産の減少額（△増加額）  80,489 149,391 100,885

14 仕入債務の増加額（△減少額）  △401,343 △335,438 △88,187

 15 その他  △52,792 △126,850 113,491

    小計  566,399 417,944 961,509

 16 利息及び配当金の受取額  2,092 3,287 2,684

 17 利息の支払額  △3,815 △4,545 △8,303

 18 法人税等の還付額  44 ― 44

 19 法人税等の支払額  △140,362 △211,141 △273,615

  営業活動によるキャッシュ・フロー  424,358 205,545 682,319

（略） (略) （略） （略） （略） 

 

 

以上 


	（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

