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(財)財務会計基準機構会員    

 

平成 19 年 12 月 21 日 

各 位 

会 社 名 株式会社セゾン情報システムズ 

代 表 者 名 代表取締役社長 宮野 隆 

（コード番号 ９６４０ ＪＡＳＤＡＱ） 

問 合 せ 先 経営企画室長 赤木 修 

ＴＥＬ  （03）3988－3477 

 

（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 日に発表したしました「平成 20 年３月期 中間決算短信」の内容につきまして、

下記のとおり、一部誤りがございましたので訂正いたします。 

訂正部分は下線を付して示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所①】 

１ページ １．(3）連結キャッシュ・フローの状況 

〔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 1,833 △842 △402 6,467 

18 年９月中間期 1,471 △201 △291 6,662 

19 年３月期 1,173 △684 △291 5,879 

 

〔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 1,833 △897 △402 6,412 

18 年９月中間期 1,471 △201 △291 6,662 

19 年３月期 1,173 △684 △291 5,879 
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【訂正箇所②】 

５ページ １．(2）②キャッシュ・フローの状況 

〔訂正前〕 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における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 587 百万円増加

し、6,467 百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 1,833 百万円（前年同期比 24.6％増）となりました。 

 主な増加要因は税金等調整前中間純利益が 1,069 百万円となったこと、前連結会計年度末にソフトウェア開発の売上が集

中したことにより増加していた売上債権が 2,529 百万円減少したこと等によるものであります。また主な減少要因はソフト

ウェア開発に係る外注費等の仕入債務が 935 百万円減少したこと、法人税等 812 百万円を納付したこと等によるものであり

ます。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 842 百万円（前年同期比 317.2%増）となりました。 

 設備投資として汎用コンピューター、サーバー、セキュリティ設備、購入ソフトウェア等に 490 百万円支出したこと、事

務所移転に伴い敷金等に 291 百万円支出したこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、402 百万円（前年同期比 38.2%増）となりました。これは主に配当金の支払によるもので

あり、１株当たりの配当金を７円増配したことにより、配当金は前期に比べ 113 百万円増加しております。 
 

〔訂正後〕 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における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 532 百万円増加

し、6,412 百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 1,833 百万円（前年同期比 24.6％増）となりました。 

 主な増加要因は税金等調整前中間純利益が 1,069 百万円となったこと、前連結会計年度末にソフトウェア開発の売上が集

中したことにより増加していた売上債権が 2,529 百万円減少したこと等によるものであります。また主な減少要因はソフト

ウェア開発に係る外注費等の仕入債務が 935 百万円減少したこと、法人税等 812 百万円を納付したこと等によるものであり

ます。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 897 百万円（前年同期比 344.5%増）となりました。 

 設備投資として汎用コンピューター、サーバー、セキュリティ設備、購入ソフトウェア等に 490 百万円支出したこと、事

務所移転に伴い敷金等に 291 百万円支出したこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、402 百万円（前年同期比 38.2%増）となりました。これは主に配当金の支払によるもので

あり、１株当たりの配当金を７円増配したことにより、配当金は前期に比べ 113 百万円増加しております。 
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【訂正箇所③】 

13 ページ ４．(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

〔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 
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         

税金等調整前中間（当期）純利益   880,369 1,069,321 2,680,834 

減価償却費   278,538 403,963 633,238 

減損損失   ― ― 105,617 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   227 48 525 

賞与引当金の増減額（減少：△）   1,413 127,460 △13,822 

退職給付引当金の増減額（減少：△）   △247,534 △160,186 △390,647 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   2,492 △2,094 20,584 

受取利息及び受取配当金   △7,659 △23,073 △21,034 

為替差損   ― 585 4,130 

固定資産処分損   16,335 20,364 44,288 

投資有価証券売却益   △80 △22,575 △122,831 

売上債権の増減額（増加：△）   1,709,274 2,529,892 △1,357,101 

たな卸資産の増減額（増加：△）   △30,396 △462,556 △35,883 

仕入債務の増減額（減少：△）   △626,475 △935,047 491,836 

その他資産の増減額（増加：△）   △179,337 △194,367 △163,841 

その他負債の増減額（減少：△）   △39,227 276,599 △53,998 

小計   1,757,940 2,628,334 1,821,895 

利息及び配当金の受取額   6,492 18,109 20,018 

法人税等の支払額   △292,877 △812,738 △668,495 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,471,555 1,833,705 1,173,418 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

定期預金の預入・払戻（純額）   ― △50,100 ― 

有価証券の償還による収入額   200,000 200,000 400,000 

投資有価証券の取得による支出額   △200,038 △249,921 △574,366 

投資有価証券の売却による収入額   1,080 37,735 254,066 

有形・無形固定資産の取得による支出額   △47,417 △490,571 △578,095 

固定資産売却による収入額   700 ― 1,373 

その他の投資の取得による支出額   △157,978 △291,717 △204,194 

その他の投資の処分による収入額   1,772 2,416 16,543 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △201,882 △842,158 △684,673 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

自己株式売却による収入   ― 2,030 ― 

配当金の支払額   △291,564 △404,950 △291,564 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △291,564 △402,920 △291,564 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   586 △931 △1,976 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）   978,695 587,694 195,204 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   5,684,233 5,879,437 5,684,233 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 6,662,928 6,467,132 5,879,437 
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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 
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        

税金等調整前中間（当期）純利益   880,369 1,069,321 2,680,834 

減価償却費   278,538 403,963 633,238 

減損損失   ― ― 105,617 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   227 48 525 

賞与引当金の増減額（減少：△）   1,413 127,460 △13,822 

退職給付引当金の増減額（減少：△）   △247,534 △160,186 △390,647 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   2,492 △2,094 20,584 

受取利息及び受取配当金   △7,659 △23,073 △21,034 

為替差損   ― 585 4,130 

固定資産処分損   16,335 20,364 44,288 

投資有価証券売却益   △80 △22,575 △122,831 

売上債権の増減額（増加：△）   1,709,274 2,529,892 △1,357,101 

たな卸資産の増減額（増加：△）   △30,396 △462,556 △35,883 

仕入債務の増減額（減少：△）   △626,475 △935,047 491,836 

その他資産の増減額（増加：△）   △179,337 △194,367 △163,841 

その他負債の増減額（減少：△）   △39,227 276,599 △53,998 

小計   1,757,940 2,628,334 1,821,895 

利息及び配当金の受取額   6,492 18,109 20,018 

法人税等の支払額   △292,877 △812,738 △668,495 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,471,555 1,833,705 1,173,418 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

定期預金の預入・払戻（純額）   ― △105,227 ― 

有価証券の償還による収入額   200,000 200,000 400,000 

投資有価証券の取得による支出額   △200,038 △249,921 △574,366 

投資有価証券の売却による収入額   1,080 37,735 254,066 

有形・無形固定資産の取得による支出額   △47,417 △490,571 △578,095 

固定資産売却による収入額   700 ― 1,373 

その他の投資の取得による支出額   △157,978 △291,717 △204,194 

その他の投資の処分による収入額   1,772 2,416 16,543 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △201,882 △897,285 △684,673 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

自己株式売却による収入   ― 2,030 ― 

配当金の支払額   △291,564 △404,950 △291,564 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △291,564 △402,920 △291,564 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   586 △931 △1,976 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）   978,695 532,568 195,204 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   5,684,233 5,879,437 5,684,233 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 6,662,928 6,412,005 5,879,437 
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【訂正箇所④】 

18 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〕 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

※ 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記載 

 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記載 

 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記載 

 されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 6,662,928 千円

現金及び現金同等物 6,662,928 千円 

現金及び預金勘定 6,517,232 千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
 △50,100 千円

現金及び現金同等物 6,467,132 千円 

現金及び預金勘定 5,879,437 千円

現金及び現金同等物 5,879,437 千円 

 

〔訂正後〕 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

※ 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記載 

 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記載 

 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記載 

 されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 6,662,928 千円

現金及び現金同等物 6,662,928 千円 

現金及び預金勘定 6,517,232 千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△105,227 千円

現金及び現金同等物 6,412,005 千円 

現金及び預金勘定 5,879,437 千円

現金及び現金同等物 5,879,437 千円 

 

以上 


