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平成 19 年 12 月 27 日 

 
各      位 

会 社 名  株式会社 オーバル 
代表者名  代表取締役社長 近藤 健二 

（コード番号 7727   東証第二部） 
問合せ先  取締役兼執行役員 

管理部門部長   昨間 英之          
（TEL．03－3360－5061） 

 

(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 11 月 14 日付で開示いたしました「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の記載内容に一部訂

正すべき箇所がありましたので下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。なお、訂正

箇所に下線を付しております。 

 

記 
１． 訂正の経緯 
   今中間期に係る半期報告書の作成において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他減

少額」にて処理していたものを、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他投資の減少によ

る収入」に変更したこと及び、一部誤記載がありましたので当該中間決算短信の所要箇所について訂

正するものであります。 
 
２． 訂正箇所 

(1 ページ)    １．19 年 9 月中間期の連結業績（3）連結キャッシュ・フローの状況 
(4 ページ)    １ 経営成績（2）財政状態に関する分析 
(12、13 ページ) ４中間連結財務諸表（3）中間連結株主資本等変動計算書 
(14、15 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 
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Ｐ1. 

1. 19 年 9 月中間期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 
 (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 △235 226 △49 1,059 
18年 9月中間期 579 △102 △1,227 592 
19年 3月期 1,568 △302 △1,500 1,104 

 
(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 △250 241 △49 1,059 
18年 9月中間期 579 △102 △1,227 592 
19年 3月期 1,568 △302 △1,500 1,104 

 
Ｐ4. 
１ 経営成績 
(2) 財政状態に関する分析 
(訂正前) 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 営業活動の結果使用した資金は 235 百万円（前中間連結会計期間は 579 百万円の増加）となりま

した。 
収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益 719 百万円、減価償却費 143 百万円であり、支出の主

な内訳は、投資有価証券売却益 313 百万円、売上債権の増加 115 百万円、棚卸資産の増加 254 百万

円、法人税等の支払額 259 百万円であります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
 投資活動の結果得られた資金は 226 百万円（前中間連結会計期間は 102 百万円の減少）となりま

した。 
収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入 386 百万円であり、支出の主な内訳は、有形固

定資産の取得による支出 137 百万円であります。 
 

(訂正後) 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 営業活動の結果使用した資金は 250 百万円（前中間連結会計期間は 579 百万円の増加）となりま

した。 
収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益 719 百万円、減価償却費 143 百万円であり、支出の主

な内訳は、投資有価証券売却益 313 百万円、売上債権の増加 115 百万円、棚卸資産の増加 254 百万

円、法人税等の支払額 259 百万円であります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
 投資活動の結果得られた資金は 241 百万円（前中間連結会計期間は 102 百万円の減少）となりま

した。 
収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入 386 百万円であり、支出の主な内訳は、有形固

定資産の取得による支出 137 百万円であります。 



 - 3 -

 
Ｐ12. 
４ 中間連結財務諸表 
(3) 中間連結株主資本等変動計算書 
(訂正前) 

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) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 2,200,000 2,098,863 2,586,829 △542,409 6,343,284

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △52,719  △52,719

 中間純利益 451,967  451,967

 自己株式の取得 △271 △271

 自己株式の処分 3,134 1,842 4,976

 連結子会社の増加に伴う変動額 1,615  1,615

 土地再評価差額金の取崩に伴う 
 変動額 5,149  5,149

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額 
 (純額) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) ─ 3,134 406,012 1,570 410,717

平成19年９月30日残高(千円) 2,200,000 2,101,997 2,992,842 △540,838 6,754,001

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 383,231 2,962,370 55,206 3,400,808 54,632 9,798,725

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △52,719

 中間純利益   451,967

 自己株式の取得   △271

 自己株式の処分   4,976

 連結子会社の増加に伴う変動額   1,615

 土地再評価差額金の取崩に伴う 
 変動額  △5,149 △5,149  ─

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額 
 (純額) 

△238,257 38,120 △200,136 △8,022 △208,158

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △238,257 △5,149 38,120 △205,286 △8,022 197,518

平成19年９月30日残高(千円) 144,973 2,957,221 93,327 3,195,522 46,610 9,996,134
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(訂正後) 

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) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 2,200,000 2,098,863 2,586,829 △542,409 6,343,284

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △52,719  △52,719

 中間純利益 451,967  451,967

 自己株式の取得 △271 △271

 自己株式の処分 3,134 1,842 4,976

 連結子会社の増加に伴う変動額 1,615  1,615

 土地再評価差額金の取崩に伴う 
 変動額 5,149  5,149

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額 
 (純額) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) ─ 3,134 406,012 1,570 410,717

平成19年９月30日残高(千円) 2,200,000 2,101,997 2,992,842 △540,838 6,754,001

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 383,231 2,962,370 55,206 3,400,808 54,632 9,798,725

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △52,719

 中間純利益   451,967

 自己株式の取得   △271

 自己株式の処分   4,976

 連結子会社の増加に伴う変動額   1,615

 土地再評価差額金の取崩に伴う 
 変動額  △5,149 △5,149  ─

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額 
 (純額) 

△238,257 38,120 △200,136 △8,022 △208,158

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △238,257 △5,149 38,120 △205,286 △8,022 197,408

平成19年９月30日残高(千円) 144,973 2,957,221 93,327 3,195,522 46,610 9,996,134
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Ｐ13. 
 (訂正前) 

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) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,200,000 2,124,000 2,406,289 △541,455 6,188,834

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △158,176  △158,176

 役員賞与 (注) △6,618  △6,618

 当期純利益 309,177  309,177

 自己株式の取得 △1,290 △1,290

 自己株式の処分 415 336 751

 持分法除外に伴う変動額 △25,552 36,157  10,605

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)  

連結会計年度中の変動額合計 ─ △25,137 180,540 △953 154,449

平成19年３月31日残高(千円) 2,200,000 2,098,863 2,586,829 △542,409 6,343,284

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 208,940 2,962,370 31,237 3,202,548 60,401 9,451,784

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当   △158,176

 役員賞与 (注)   △6,618

 当期純利益   309,177

 自己株式の取得   △1,290

 自己株式の処分   751

 持分法除外に伴う変動額   10,605

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 174,291 23,969 198,260 △5,769 192,491

連結会計年度中の変動額合計 174,291 ─ 23,969 198,260 △5,769 346,941

平成19年３月31日残高(千円) 383,231 2,962,370 55,206 3,400,808 54,632 9,798,725

 (注)前連結会計年度に係る利益処分項目であります。 
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(訂正後) 

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) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,200,000 2,124,000 2,406,289 △541,455 6,188,834

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △158,176  △158,176

 役員賞与 (注) △6,618  △6,618

 当期純利益 309,177  309,177

 自己株式の取得 △1,290 △1,290

 自己株式の処分 415 336 751

 持分法除外に伴う変動額 △25,552 36,157  10,605

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)  

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) ─ △25,137 180,540 △953 154,449

平成19年３月31日残高(千円) 2,200,000 2,098,863 2,586,829 △542,409 6,343,284

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 208,940 2,962,370 31,237 3,202,548 60,401 9,451,784

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当   △158,176

 役員賞与 (注)   △6,618

 当期純利益   309,177

 自己株式の取得   △1,290

 自己株式の処分   751

 持分法除外に伴う変動額   10,605

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 174,291 23,969 198,260 △5,769 192,491

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 174,291 ─ 23,969 198,260 △5,769 346,941

平成19年３月31日残高(千円) 383,231 2,962,370 55,206 3,400,808 54,632 9,798,725

 (注)前連結会計年度に係る利益処分項目であります。
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Ｐ14.15. 
(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 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 276,282 719,604 609,235

   減価償却費 123,748 143,514 250,359

   負ののれん償却額 △19,386 △19,953 △38,772

   固定資産除却売却損 5,825 1,419 17,515

   固定資産売却益 ― △12,700 ―

   投資有価証券売却益 ― △313,244 ―

   貸倒引当金の増加・減少(△)額 △16,960 △32,160 25,103

   賞与引当金の増加・減少(△)額 51,370 △10,156 101,159

   退職給付引当金の減少額 △33,786 △76,141 △90,969

   役員退職慰労引当金の減少額 △90,137 ― △90,137

   受取利息及び配当金 △4,861 △8,028 △12,437

   支払利息 25,739 13,631 42,305

   持分法による投資損失 5,213 63 141,909

   持分変動益 ― ― △27,732

   為替差益(△)・差損 △5,387 15,574 1,027

   売上債権の増加(△)・減少額 257,970 △115,636 675,872

   たな卸資産の増加額 △231,791 △254,175 △119,489

   仕入債務の増加額 547,579 70,698 306,670

   その他の減少額 △192,757 △94,171 △26,168

    小計 698,661 28,137 1,765,451

   利息及び配当金の受取額 5,659 8,774 13,232

   利息の支払額 △26,079 △13,193 △40,465

   法人税等の支払額 △99,163 △259,659 △169,852

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー 579,077 △235,940 1,568,366
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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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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 △75,033 △137,149 △237,143

   有形固定資産の売却による収入 ― 47,100 ―

   無形固定資産の取得による支出 △300 ― △300

   無形固定資産の売却による収入 ― ― 249

   投資有価証券の取得による支出 △72 △27,253 △8,133

   投資有価証券の売却による収入 14,502 386,001 14,502

   貸付による支出 △20,000 △47,440 △56,746

   貸付金の回収による収入 1,932 968 30,014

   その他投資の増加による支出 △32,875 △29,339 △56,825

   その他投資の減少による収入 9,325 33,716 12,141

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー △102,521 226,602 △302,240

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

   短期借入金の純増加・減少(△)額 △21,532 91,662 △340,592

   長期借入による収入 ― 57,929 235,734

   長期借入金の返済による支出 △1,095,884 △145,213 △1,230,955

   自己株式の売却による収入 ― 4,640 ―

   自己株式の増加額(△)・減少額 △299 64 △953

   配当金の支払額 △104,669 △52,719 △158,365

   少数株主への配当金の支払額 △5,026 △6,029 △5,026

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー △1,227,413 △49,666 △1,500,159

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,423 △13,568 △237

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △745,433 △72,571 △234,271

Ⅵ 連結範囲拡大に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額 ― 27,435 ―

Ⅶ 現金及び現金同等物の期首残高 1,338,410 1,104,138 1,338,410

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 592,976 1,059,002 1,104,138
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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 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 276,282 719,604 609,235

   減価償却費 123,748 143,514 250,359

   負ののれん償却額 △19,386 △19,953 △38,772

   固定資産除却売却損 5,825 1,419 17,515

   固定資産売却益 ― △12,700 ―

   投資有価証券売却益 ― △313,244 ―

   貸倒引当金の増加・減少(△)額 △16,960 △32,160 25,103

   賞与引当金の増加・減少(△)額 51,370 △10,156 101,159

   退職給付引当金の減少額 △33,786 △76,141 △90,969

   役員退職慰労引当金の減少額 △90,137 ― △90,137

   受取利息及び配当金 △4,861 △8,028 △12,437

   支払利息 25,739 13,631 42,305

   持分法による投資損失 5,213 63 141,909

   持分変動益 ― ― △27,732

   為替差益(△)・差損 △5,387 15,574 1,027

   売上債権の増加(△)・減少額 257,970 △115,636 675,872

   たな卸資産の増加額 △231,791 △254,175 △119,489

   仕入債務の増加額 547,579 70,698 306,670

   その他の減少額 △192,757 △109,171 △26,168

    小計 698,661 13,137 1,765,451

   利息及び配当金の受取額 5,659 8,774 13,232

   利息の支払額 △26,079 △13,193 △40,465

   法人税等の支払額 △99,163 △259,659 △169,852

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー 579,077 △250,940 1,568,366

 
 
 
 
 
 
 
  



 - 10 -

 
 
 

 
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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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 △75,033 △137,149 △237,143

   有形固定資産の売却による収入 ― 47,100 ―

   無形固定資産の取得による支出 △300 ― △300

   無形固定資産の売却による収入 ― ― 249

   投資有価証券の取得による支出 △72 △27,253 △8,133

   投資有価証券の売却による収入 14,502 386,001 14,502

   貸付による支出 △20,000 △47,440 △56,746

   貸付金の回収による収入 1,932 968 30,014

   その他投資の増加による支出 △32,875 △29,339 △56,825

   その他投資の減少による収入 9,325 48,716 12,141

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー △102,521 241,602 △302,240

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

   短期借入金の純増加・減少(△)額 △21,532 91,662 △340,592

   長期借入による収入 ― 57,929 235,734

   長期借入金の返済による支出 △1,095,884 △145,213 △1,230,955

   自己株式の売却による収入 ― 4,640 ―

   自己株式の増加額(△)・減少額 △299 64 △953

   配当金の支払額 △104,669 △52,719 △158,365

   少数株主への配当金の支払額 △5,026 △6,029 △5,026

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー △1,227,413 △49,666 △1,500,159

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,423 △13,568 △237

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △745,433 △72,571 △234,271

Ⅵ 連結範囲拡大に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額 ― 27,435 ―

Ⅶ 現金及び現金同等物の期首残高 1,338,410 1,104,138 1,338,410

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 592,976 1,059,002 1,104,138

 

 
 


