
 

 
平成 20 年５月９日 

各      位 

会 社 名 美 樹 工 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 三 木 茂 克 代 表 者 名

(ＪＡＳＤＡＱ コード番号：１７１８)

常 務 取 締 役 
問 合 せ 先

管 理 本 部 本 部 長 
上 月 悟 司 

 TEL 0 7 9 - 2 8 1 - 5 1 5 1（代表） 

 

（修正）「平成 19 年 12 月期 決算短信」の一部修正のお知らせ 

 

平成 20 年２月 15 日に開示いたしました「平成 19 年 12 月期 決算短信」の記載内容の一部に修正を要する

箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．修正理由 

 連結子会社かつみ企画株式会社の介護付有料老人ホームの運営事業について、事業譲渡（事業譲渡日 

平成 19 年９月１日）を行った際の連結キャッシュフロー計算書に関しまして、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」として処理しておりましたが、「投資活動によるキャッシュ・フロー」として処理する方

法が適切であると判断し、修正することと致しました。 

 また、たな卸し資産に関する処理等に関しまして、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の一部修正

を行いました。 

 

２．修正箇所 

 修正箇所には下線を付しております。 

 

□１ページ 

【修正前】 

１．19 年 12 月期の連結業績（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

 (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12月期 △3,082 △3,280 6,434 1,539 

18年12月期 1,614 △2,192 932 1,468 

 

【修正後】 

１．19 年 12 月期の連結業績（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

 (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12月期 △3,149 △3,213 6,434 1,539 

18年12月期 1,614 △2,192 932 1,468 
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□６ページ 

【修正前】 

１．経営成績 

(2) 財政状態に関する分析 

  ② キャッシュ･フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローは、財務活動により6,434百万円の資金を調達す

る一方、営業活動で3,082百万円、投資活動で3,280百万円の支出となった結果、当連結会計年度末

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 71百万円増加し、

当連結会計年度末残高は、1,539百万円となりました。主な要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末における営業活動の資金は、たな卸資産の増加や未成工事受入金の減少等に

より、3,082百万円の減少（前連結会計年度末は1,614百万円の増加）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度末における投資活動の資金は、有形固定資産の取得による支出等により、3,280

百万円の減少（前連結会計年度末は2,192百万円の減少）となりました。 
 

 

【修正後】 

１．経営成績 

(2) 財政状態に関する分析 

  ② キャッシュ･フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローは、財務活動により6,434百万円の資金を調達す

る一方、営業活動で3,149百万円、投資活動で3,213百万円の支出となった結果、当連結会計年度末

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 71百万円増加し、

当連結会計年度末残高は、1,539百万円となりました。主な要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末における営業活動の資金は、たな卸資産の増加や未成工事受入金の減少等に

より、3,149百万円の減少（前連結会計年度末は1,614百万円の増加）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度末における投資活動の資金は、有形固定資産の取得による支出等により、3,213

百万円の減少（前連結会計年度末は2,192百万円の減少）となりました。 
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□16 ページ,17 ページ 

【修正前】 

 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  714,534 336,480 △378,054 

減価償却費  133,602 228,032 94,429 

減損損失  370,663 106,720 △263,943 

のれんの償却額  17,410 4,352 △13,057 

負ののれんの償却額  △5,427 － 5,427 

貸倒引当金の増減額  △22,287 9,288 31,575 

賞与引当金の増減額  △45,154 1,361 46,515 

役員賞与引当金の増減額  13,800 △13,800 △27,600 

完成工事補償引当金の増加額  4,856 24,720 19,863 

退職給付引当金の増加額  9,845 5,385 △4,460 

役員退職慰労引当金の増加額  39,269 27,197 △12,072 

受取利息及び受取配当金  △21,541 △21,654 △113 

支払利息  51,637 127,504 75,866 

シンジケートローン手数料  － 27,801 27,801 

社債発行費  5,724 － △5,724 

持分法による投資利益  △2,481 △4,938 △2,457 

固定資産除却損  1,191 22,919 21,727 

販売用不動産評価損  54,297 21,299 △32,997 

投資有価証券売却益  △5,871 － 5,871 

投資有価証券評価損  － 21,321 21,321 

ゴルフ会員権評価損  7,100 － △7,100 

売上債権の減少額  187,700 396,024 208,323 

たな卸資産の増加額  △277,224 △3,301,093 △3,023,868 

仕入債務の増加額  88,139 49,921 △38,217 

未払費用の増減額  26,433 △17,445 △43,878 

未成工事受入金の増減額  887,763 △235,925 △1,123,689 

役員賞与の支払額  △16,193 － 16,193 

少数株主負担役員賞与支払額  △3,206 － 3,206 

その他  △240,077 △175,926 69,699 

 小計  1,974,506 △2,360,453 △4,334,959 

利息及び配当金の受取額  21,814 22,252 438 

利息の支払額  △50,802 △131,261 △80,459 

ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝの手数料の支払額  － △46,527 △46,527 

法人税等の支払額  △330,918 △566,611 △235,693 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,614,600 △3,082,601 △4,697,202 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 定期預金の預入による支出  △49,012 － 49,012 

 定期預金の払戻による収入  40,000 19,012 △20,987 

 有形固定資産の取得による支出  △2,189,083 △3,333,958 △1,144,874 

有形固定資産の売却による収入  1,161 36,821 35,659 

無形固定資産の取得による支出  △14,135 △8,099 6,036 

投資有価証券の取得による支出  △32,528 △14,829 17,699 

投資有価証券の売却による収入  30,059 － △30,059 

預託金の返還による収入  21,000 20,085 △914 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,192,539 △3,280,968 △1,088,429 
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【修正後】 

 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  714,534 336,480 △378,054 

減価償却費  133,602 228,032 94,429 

減損損失  370,663 106,720 △263,943 

のれんの償却額  17,410 4,352 △13,057 

負ののれんの償却額  △5,427 － 5,427 

貸倒引当金の増減額  △22,287 9,288 31,575 

賞与引当金の増減額  △45,154 1,361 46,515 

役員賞与引当金の増減額  13,800 △13,800 △27,600 

完成工事補償引当金の増加額  4,856 24,720 19,863 

退職給付引当金の増加額  9,845 5,385 △4,460 

役員退職慰労引当金の増加額  39,269 27,197 △12,072 

受取利息及び受取配当金  △21,541 △21,654 △113 

支払利息  51,637 127,504 75,866 

シンジケートローン手数料  － 27,801 27,801 

社債発行費  5,724 － △5,724 

持分法による投資利益  △2,481 △4,938 △2,457 

固定資産除却損  1,191 22,919 21,727 

販売用不動産評価損  54,297 21,300 △32,997 

投資有価証券売却益  △5,871 － 5,871 

投資有価証券評価損  － 21,321 21,321 

ゴルフ会員権評価損  7,100 － △7,100 

事業譲渡益  － △68,626 △68,626 

売上債権の減少額  187,700 396,024 208,323 

たな卸資産の増加額  △277,224 △3,443,011 △3,165,786 

仕入債務の増加額  88,139 49,921 △38,217 

未払費用の増減額  26,433 △17,445 △43,878 

未成工事受入金の増減額  887,763 △235,925 △1,123,689 

役員賞与の支払額  △16,193 － 16,193 

少数株主負担役員賞与支払額  △3,206 － 3,206 

その他  △240,077 △32,494 207,583 

 小計  1,974,506 △2,427,565 △4,402,072 

利息及び配当金の受取額  21,814 22,252 438 

利息の支払額  △50,802 △131,261 △80,459 

ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝの手数料の支払額  － △46,527 △46,527 

法人税等の支払額  △330,918 △566,611 △235,693 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,614,600 △3,149,713 △4,764,314 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 定期預金の預入による支出  △49,012 － 49,012 

 定期預金の払戻による収入  40,000 19,012 △20,987 

 有形固定資産の取得による支出  △2,189,083 △3,333,958 △1,144,874 

有形固定資産の売却による収入  1,161 36,821 35,659 

無形固定資産の取得による支出  △14,135 △8,099 6,036 

投資有価証券の取得による支出  △32,528 △14,829 17,699 

投資有価証券の売却による収入  30,059 － △30,059 

預託金の返還による収入  21,000 － △21,000 

事業譲渡による収入  － 95,238 95,238 

事業譲渡による支出  － △8,040 △8,040 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,192,539 △3,213,856 △1,021,316 
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