
 
 

平成 20 年６月３日 

各   位 

 

会 社 名 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 加 藤  篤 次

       (ＪＡＳＤＡＱ ４３３９)

問合せ先 執行役員 経営企画室長 高 田  真
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(訂正) 平成 20 年 3 月期決算短信(連結)の一部訂正について 

 

  平成 20 年 5 月 15 日に発表いたしました、平成 20 年 3 月期決算短信(連結)の記載内容に一部訂正があ

りましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

訂正箇所は下線で表示しております。 

 
訂正① (1 ページ) 

 
(訂正前) 
１．平成 20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  
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 

  

20 年３月期 

19 年３月期 

百万円 

        1,349 

2,653 

百万円

         △902

△296

百万円

       △1,194 

△1,258 

百万円

        2,456

3,204

 
 
(訂正後) 
１．平成 20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  
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 

  

20 年３月期 

19 年３月期 

百万円

        1,346 

2,653 

百万円

         △899

△296

百万円 

       △1,194 

△1,258 

百万円

        2,456

3,204

 
 



 
訂正② (4 ページ) 

 
(訂正前) 

１．経営成績 
（２）財政状態に関する分析 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、減価償却費の内部留保、当期純利益の計上等

により 1,349,519 千円となりましたが、売上債権の増加及び法人税等の支払により前年同期比は

1,303,937 千円の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 902,169 千円（前年同期比 605,218 千円の増加）

となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。また、前年同期比での増加に

つきましては前連結会計年度に有形固定資産の売却による収入 1,961,369 千円が計上されているためで

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は 1,194,804 千円（前年同期比 63,286 千円の減少）

となりました。これは主に、借入金の返済によるものです。 

 

(訂正後) 

１．経営成績 
（２）財政状態に関する分析 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、減価償却費の内部留保、当期純利益の計上等

により 1,346,749 千円となりましたが、売上債権の増加及び法人税等の支払により前年同期比は

1,306,707 千円の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 899,399 千円（前年同期比 602,448 千円の増加）

となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。また、前年同期比での増加に

つきましては前連結会計年度に有形固定資産の売却による収入 1,961,369 千円が計上されているためで

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は 1,194,804 千円（前年同期比 63,286 千円の減少）

となりました。これは主に、借入金の返済によるものです。 

 



 
訂正③ (15・16 ページ) 
(訂正前) 
４．連結財務諸表等 

（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４月 1 日 

至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 20 年３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   1,436,383 873,720 △562,662

減価償却費   1,448,820 1,450,217 1,396

貸倒引当金の増減額（減少：

△） 
  △542 17,723 18,265

賞与引当金の増減額（減少：

△） 
  2,120 1,729 △390

退職給付引当金の増減額（減

少：△） 
  2,785 3,444 659

役員退職慰労引当金の増減

額（減少:△） 
  △43,700 △74,100 △30,400

受取利息及び受取配当金   △4,139 △8,293 △4,154

支払利息   74,609 63,934 △10,674

固定資産売却益   △1,333,021 ― 1,333,021

固定資産除却損   711,611 3,050 △708,560

投資有価証券売却損益   ― △5,712 △5,712

売上債権の増減額（増加：△）   585,725 △623,632 △1,209,357

仕入債務の増減額（減少：△）   △51,457 169,850 221,308

前受金の増減額（減少：△）   △17,484 158,456 175,941

未払金の増減額（減少：△）  49,072 27,591 △21,480

長期未払金の増減額（減少：

△） 
 ― 77,070 77,070

その他（純額）   △33,727 53,682 87,410

小計   2,827,055 2,188,735 △638,319

利息及び配当金の受取額   4,139 8,293 4,154

利息の支払額   △74,412 △64,119 10,292

法人税等の支払額   △126,950 △783,389 △656,439

還付法人税等の受取額  23,624 ― △23,624

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
  2,653,457 1,349,519 △1,303,937

 



 

    

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）

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 20 年３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） 

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 
  △2,153,269 △868,609 1,284,660

有形固定資産の売却による

収入 
  1,961,369 ― △1,961,369

無形固定資産の取得による

支出 
  △33,345 △18,046 15,299

長期前払費用の取得による

支出 
  △10,146 △21,344 △11,198

保証金の差入による支出  △62,096 △137 61,959

投資有価証券の取得による

支出 
  ― △13,000 △13,000

投資有価証券の売却による

収入 
  ― 18,712 18,712

その他（純額）   538 256 △282

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
  △296,950 △902,169 △605,218

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー 
       

短期借入金の純増減額(純

減：△) 
  △800,000 ― 800,000

長期借入による収入   800,000 ― △800,000

長期借入金の返済による支

出 
  △1,087,794 △1,000,944 86,850

社債の償還による支出   △60,000 △60,000 ―

配当金の支払額   △110,297 △133,860 △23,563

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △1,258,091 △1,194,804 63,286

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額

（減少：△） 
 1,098,414 △747,454 △1,845,868

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高   2,105,801 3,204,215 1,098,414

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高   3,204,215 2,456,761 △747,454

 
 
 



 
訂正③ (15・16 ページ) 
(訂正後) 
４．連結財務諸表等 

（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４月 1 日 

至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 20 年３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   1,436,383 873,720 △562,662

減価償却費   1,448,820 1,450,217 1,396

貸倒引当金の増減額（減少：

△） 
  △542 17,723 18,265

賞与引当金の増減額（減少：

△） 
  2,120 1,729 △390

退職給付引当金の増減額（減

少：△） 
  2,785 3,444 659

役員退職慰労引当金の増減

額（減少:△） 
  △43,700 △74,100 △30,400

受取利息及び受取配当金   △4,139 △8,293 △4,154

支払利息   74,609 63,934 △10,674

固定資産売却益   △1,333,021 ― 1,333,021

固定資産除却損   711,611 3,050 △708,560

投資有価証券売却損益   ― △8,482 △8,482

売上債権の増減額（増加：△）   585,725 △623,632 △1,209,357

仕入債務の増減額（減少：△）   △51,457 169,850 221,308

前受金の増減額（減少：△）   △17,484 158,456 175,941

未払金の増減額（減少：△）  49,072 27,591 △21,480

長期未払金の増減額（減少：

△） 
 ― 77,070 77,070

その他（純額）   △33,727 53,682 87,410

小計   2,827,055 2,185,965 △641,089

利息及び配当金の受取額   4,139 8,293 4,154

利息の支払額   △74,412 △64,119 10,292

法人税等の支払額   △126,950 △783,389 △656,439

還付法人税等の受取額  23,624 ― △23,624

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
  2,653,457 1,346,749 △1,306,707

 
 



 

    

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）

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 20 年３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） 

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 
  △2,153,269 △868,609 1,284,660

有形固定資産の売却による

収入 
  1,961,369 ― △1,961,369

無形固定資産の取得による

支出 
  △33,345 △18,046 15,299

長期前払費用の取得による

支出 
  △10,146 △21,344 △11,198

保証金の差入による支出  △62,096 △137 61,959

投資有価証券の取得による

支出 
  ― △13,000 △13,000

投資有価証券の売却による

収入 
  ― 21,482 21,482

その他（純額）   538 256 △282

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
  △296,950 △899,399 △602,448

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー 
       

短期借入金の純増減額(純

減：△) 
  △800,000 ― 800,000

長期借入による収入   800,000 ― △800,000

長期借入金の返済による支

出 
  △1,087,794 △1,000,944 86,850

社債の償還による支出   △60,000 △60,000 ―

配当金の支払額   △110,297 △133,860 △23,563

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △1,258,091 △1,194,804 63,286

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額

（減少：△） 
 1,098,414 △747,454 △1,845,868

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高   2,105,801 3,204,215 1,098,414

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高   3,204,215 2,456,761 △747,454

 
 


