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平成20年 3月 21日 

 

各位 

 

 

 

 

 

 

 （訂正）平成20年10月期 第１四半期財務・業績の概況の一部訂正について 

 

平成20年3月14日に開示いたしました「平成20年10月期 第１四半期財務・業績の概況」の一部に誤

りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。  

 

記 

 

１【訂正事項】 

  ５．四半期連結財務諸表 

   (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  ５．四半期連結財務諸表 

   (5) 注記事項等 

     注記事項 

    （四半期連結貸借対照表関係） 

 

  ６．四半期財務諸表 

   (4) 注記事項等 

     注記事項 

    （四半期貸借対照表関係） 

 

２【訂正箇所】 

  訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

上場会社名 株式会社ジー・エフ 
 （コード番号3751  東証マザーズ） 
 （ＵＲＬ http://www.gf-net.co.jp/） 

本社所在地 東京都文京区大塚三丁目20番 1号 
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 岡田博之 
問 合 せ 先 常務取締役経営企画室長 加藤伸一 
 TEL（03）5978－2261（代表） 
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５．四半期連結財務諸表 

  （訂正前） 

(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成 18年 11月１日 
至 平成 19年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成 19年 11月１日 
至 平成 20年１月31日) 

前連結会計年度の連結キャ
ッシュ・フロー計算書 
(自 平成 18年 11月１日 

  至 平成19年10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 
    

（中略）     

  たな卸資産の増減額  △12,435 4,416 △63,815 

  仕入債務の増減額  △52,460 △47,792 △5,142 

  未払消費税等の増減額  179 － － 

  その他  △35,667 △1,818 31,418 

    小計  △127,058 △238,122 △341,751 

(後略)     

 

（訂正後） 

(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成 18年 11月１日 
至 平成 19年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成 19年 11月１日 
至 平成 20年１月31日) 

前連結会計年度の連結キャ
ッシュ・フロー計算書 
(自 平成 18年 11月１日 

  至 平成19年10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 
    

（中略）     

  たな卸資産の増減額  △12,435 4,416 △63,815 

  仕入債務の増減額  △52,460 △47,792 △5,142 

  未払消費税等の増減額  179 － － 

  未収還付消費税等の増減
額 

 － 13,516 △14,546 

  その他  △35,667 △15,335 45,964 

    小計  △127,058 △238,122 △341,751 

（後略）     
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５．四半期連結財務諸表 

 (5) 注記事項等 

   注記事項 

(訂正前) 

  （四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成19年１月31日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年１月31日） 

前連結会計年度末 
（平成19年 10月 31日） 

（前略） （前略） （前略） 

※３       － ※３ 担保に供している資産及び担保付き

債務 

(1) 担保資産 

 定期預金 77,000千円

(2) 担保付き債務 

 短期借入金 150,000千円

 
一年内返済予定 
長期借入金 

40,008千円

 長期借入金 118,321千円

 計 308,329千円
 

※３       － 

（後略） （後略） （後略） 

 

  (訂正後) 

  （四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成19年１月31日） 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成20年１月31日） 

前連結会計年度末 

（平成19年 10月 31日） 

（前略） （前略） （前略） 

※３       － ※３ 担保に供している資産及び担保付き

債務 

(1) 担保資産 

 長期性預金 77,000千円

 保険積立金 25,594千円

 長期前払費用 14,793千円

 計 117,388千円

(2) 担保付き債務 

 短期借入金 150,000千円

 
一年内返済予定 
長期借入金 

52,008千円

 長期借入金 97,869千円

 計 299,877千円
 

※３       － 

（後略） （後略） （後略） 
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６．四半期財務諸表 

 (4) 注記事項等 

   注記事項 

(訂正前) 

  （四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成19年１月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年１月31日） 

前事業年度末 
（平成19年 10月 31日） 

（前略） （前略） （前略） 

※３       － ※２ 担保に供している資産及び担保付き

債務 

(1) 担保資産 

 定期預金 77,000千円

(2) 担保付き債務 

 短期借入金 150,000千円

 
一年内返済予定 
長期借入金 

40,008千円

 長期借入金 118,321千円

 計 308,329千円
 

※３       － 

（後略） （後略） （後略） 

 

  (訂正後) 

  （四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 

（平成19年１月31日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成20年１月31日） 

前事業年度末 

（平成19年 10月 31日） 

（前略） （前略） （前略） 

※３       － ※２ 担保に供している資産及び担保付き

債務 

(1) 担保資産 

 長期性預金 77,000千円

 保険積立金 25,594千円

 長期前払費用 14,793千円

 計 117,388千円

(2) 担保付き債務 

 短期借入金 150,000千円

 
一年内返済予定 
長期借入金 

52,008千円

 長期借入金 97,869千円

 計 299,877千円
 

※３       － 

（後略） （後略） （後略） 

以 上 


