
 

平成 20 年 5 月 30 日 

各  位 

アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社 

代表者    代表執行役社長兼 CEO 冨山 武志 

   （コード番号 2337 大証ヘラクレス） 

問 合 せ 先   執 行 役 経 営 企 画 部 長  中 村  聡 

（電話番号 03-3502-4818） 

 

（訂正）「平成 20 年 2 月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 

 平成 20 年４月 11 日公表の「平成 20 年 2 月期 決算短信」及び平成 20 年 4 月 18 日公表の「（訂

正）『平成 20 年 2 月期 決算短信』の一部訂正に関するお知らせ」の記載内容の一部につきまし

て、有価証券報告書監査の過程における監査法人の指摘を反映し、下記の通り再度訂正させてい

ただきます。なお、訂正箇所は を付して内容を表示しております。 

 

記 
【訂正前】 

１．平成 20 年２月期の連結業績（平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 日） 

（百万円未満切捨て） 

 (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

20 年２月期 △21,554 △4,608 24,461 32,463

19 年２月期 △45,937 △10,988 61,015 34,286

 

【訂正後】 

１．平成 20 年２月期の連結業績（平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 日） 

（百万円未満切捨て） 

 (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

20 年２月期 △20,554  △7,324 26,181 32,463

19 年２月期 △45,937  △10,988 61,015 34,286

 



 
 

 

１．経営成績 

(2) 財政状態に関する分析 

  （キャッシュ・フローに関する分析） 

 

①営業活動によるキャッシュ･フロー 

【訂正前】 

 当連結会計年度において営業活動により使用した資金は、21,554百万円となりました。これは、税金等

調整前当期純利益が 15,982 百万円あったものの、法人税等の支払が 11,580 百万円あったことに加え、た

な卸資産の増加 37,428 百万円等の支出が上回ったことによるものであります。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度において営業活動により使用した資金は、20,554百万円となりました。これは、税金等調

整前当期純利益が 15,982 百万円あったものの、法人税等の支払が 11,580 百万円あったことに加え、たな

卸資産の増加 37,428 百万円等の支出が上回ったことによるものであります。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

【訂正前】 

 当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、4,608百万円となりました。これは主に、関係

会社株式等の売却による収入が 2,148 百万円あったものの、関係会社株式等の取得による支出 6,990 百万

円等が収入を上回ったことによるものであります。 

 

【訂正後】 

 当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、7,324百万円となりました。これは主に、関係

会社株式等の売却による収入が 2,148 百万円あったものの、関係会社株式等の取得による支出 6,990 百万

円等が収入を上回ったことによるものであります。 

 

  ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

【訂正前】 

当連結会計年度において財務活動により得られた資金は、24,461百万円となりました。これは主に、短期

借入金の増加 10,047 百万円及び長期借入金の借入 9,369 百万円に加え、ノンリコース社債の発行による収

入 30,057 百万円がノンリコース社債の償還による支出 15,586 百万円を上回ったこと及び社債の発行によ

り5,434百万円の資金調達等を行ったことによるものであります。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度において財務活動により得られた資金は、26,181百万円となりました。これは主に、短期

借入金の増加 10,047 百万円及び長期借入金の借入 9,369 百万円に加え、ノンリコース社債の発行による収

入 30,057 百万円がノンリコース社債の償還による支出 15,586 百万円を上回ったこと及び社債の発行によ

り5,900百万円の資金調達等を行ったことによるものであります。 
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(2) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 

  
前連結会計年度 

（自 平成 18 年３月１日 
  至 平成 19 年２月 28 日）

当連結会計年度 
（自 平成 19 年３月１日 

  至 平成 20 年２月 29 日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

その他   2,609 △5,978 

小計  △38,575 △7,419 

     利息及び配当金の受取額  152 322 

利息の支払額  △1,825 △2,876 

     法人税等の支払額  △5,689 △11,580 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △45,937 △21,554 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社株式等の取得による支出  △3 △6,990 

関係会社株式等の売却による収入  ― 2,148 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △10,988 △4,608 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の発行による収入   12,882 5,434 

社債の償還による支出   △10 △233  

少数株主からの払込収入・払戻支出によ

る増減額（△減少） 
  7,524 △5,434 

財務活動によるキャッシュ・フロー   61,015 24,461 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   383 △129 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少）   4,472 △1,830  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   19,983 34,286 

Ⅶ 新規連結による現金同等物の増加   9,830 7 

Ⅷ 連結除外による現金同等物の減少   ― △3 

Ⅸ 現金及び現金同等物期末残高  ※1 34,286 32,463 
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【訂正後】 

  
前連結会計年度 

（自 平成 18 年３月１日 
  至 平成 19 年２月 28 日）

当連結会計年度 
（自 平成 19 年３月１日 

  至 平成 20 年２月 29 日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

その他   2,609 △4,978 

小計  △38,575 △6,419 

     利息及び配当金の受取額  152 322 

利息の支払額  △1,825 △2,876 

     法人税等の支払額  △5,689 △11,580 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △45,937 △20,554 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社株式等の取得による支出  △3 △6,990 

関係会社株式等の売却による収入  ― 2,148 

その他関係会社有価証券の取得による

支出 

 ― △2,716 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △10,988 △7,324 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の発行による収入   12,882 5,900 

社債の償還による支出   △10 △466  

少数株主からの払込収入・払戻支出によ

る増減額（△減少） 
  7,524 △3,948 

財務活動によるキャッシュ・フロー   61,015 26,181 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   383 △129 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少）   4,472 △1,827  

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   19,983 34,286 

Ⅶ 新規連結による現金同等物の増加   9,830 7 

Ⅷ 連結除外による現金同等物の減少   ― △3 

Ⅸ 現金及び現金同等物期末残高  ※1 34,286 32,463 

 

以上 

 


