
                              
 

平成 20 年６月 20 日 

各      位 

会 社 名  シャクリー・グローバル・グループ株式会社 

代表者名  代表執行役社長   番 場   孝 

（JASDAQ・コード ８２０５） 

問合せ先 執行役管理本部長  湯 田 芳 久 

（ TEL．03－3478－1061 ） 

 
（訂正・数値データ訂正有）平成 20 年３月期決算短信の一部訂正について 

 

平成20年５月23日に発表しました「平成20年３月期 決算短信」の記載内容について、一部訂正

すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付しており

ます。 

 

記 

 
■訂正内容 
【1 ページ】1.20 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 

  

＜訂正前＞ 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財務活動による 現金及び現金同等物 
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円  百万円

20 年３月期  3,076  △588       △729       4,699 

19 年３月期  △394  △580      △404       3,483 

 
  

＜訂正後＞ 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財務活動による 現金及び現金同等物 
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円  百万円

20 年３月期  3,058  △569       △729       4,699 

19 年３月期  △394  △580      △404       3,483 

 

 

 



【５ページ】②キャッシュ・フローの状況 

 ＜訂正前＞ 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前 

純利益が 1,610 百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ 1,215 百万円増加し、 

当連結会計年度末には 4,699 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、3,076百万円（対前期比3,470百万円増）となりました。 

これは主に税金等調整前純利益の増加及びたな卸資産の減少等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、588百万円（同7百万円増）となりました。これは主に 

有形・無形固定資産の取得のための支出等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、729 百万円（同 324 百万円増）となりました。これは主に

配当金の支払及びリース債務の返済等によるものであります。 

  

 

＜訂正後＞  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前 

純利益が 1,610 百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ 1,215 百万円増加し、 

当連結会計年度末には 4,699 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、3,058百万円（対前期比3,452百万円増）となりました。 

これは主に税金等調整前純利益の増加及びたな卸資産の減少等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、569百万円（同10百万円減）となりました。これは主に 

有形・無形固定資産の取得のための支出等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、729 百万円（同 324 百万円増）となりました。これは主に 

配当金の支払及びリース債務の返済等によるものであります。 

 

 

 

【14 ページ】(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 ＜訂正前＞ 

 (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（百万円） 金額（百万円） 

 

増 減 

(百万円) 

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  1,177 2,788 1,610 

減価償却費  1,218 631 △587 

貸倒引当金の増加額（減少額）  14 △10 △24 

受取利息及び受取配当金  △121 △153 △31 

支払利息  826 861 35 

為替差損（差益）  △4 △199 △194 

有形固定資産売却・除却損（売却

益） 
 △23 0 24 

減損損失  － 230 230 

デリバティブ評価損益  △91 126 217 

売上債権の減少額（増加額）  212 185 △26 

たな卸資産の減少額（増加額）  △689 273 963 

長期前払費用の減少額（増加額）  △398 3 402 

仕入債務の増加額（減少額）  183 220 36 

未払費用の増加額（減少額）  △21 △80 △59 

代理店研修会議費引当金の増加

額（減少額） 
 178 △155 △333 

退職給付引当金の増加額（減少

額） 
 224 △1,462 △1,686 

役員退職慰労引当金の増加額

（減少額） 
 △59 5 64 

その他  △1,221 1,278 2,500 

小計  1,403 4,543 3,140 

利息及び配当金の受取額  120 153 33  

利息の支払額  △823 △880 △56 

法人税等の支払額  △1,093 △740 353 

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △394 3,076 3,470  

 

 
 



 

  
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（百万円） 金額（百万円） 

 

増 減 

(百万円) 

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  △320 △186 134  

無形固定資産の取得による支出  △248 △345 △96 

長期性預金の預入れによる支出  △12 － 12 

従業員に対する貸付金の支出  － △78 △78  

長期性預金の解約による収入  － 20 20 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △580 △588 △7  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
 

長期借入金の借入れによる収入  16,024 128 △15,895 

長期借入金の返済による支出  △15,569 － 15,569 

配当金の支払額  △742 △741 0 

リース債務の返済による支出  △109 △112 △2 

自己株式の取得による支出  △7 △3 4 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △404 △729 △324 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差

額 
 12 △543 △555 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減

少額） 
 △1,366 1,215 2,582 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,850 3,483 △1,366 

Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,483 4,699 1,215 

     

 

 



 ＜訂正後＞ 

 (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（百万円） 金額（百万円） 

 

増 減 

(百万円) 

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  1,177 2,788 1,610 

減価償却費  1,218 631 △587 

貸倒引当金の増加額（減少額）  14 △10 △24 

受取利息及び受取配当金  △121 △153 △31 

支払利息  826 861 35 

為替差損（差益）  △4 △199 △194 

有形固定資産売却・除却損（売却

益） 
 △23 0 24 

減損損失  － 230 230 

デリバティブ評価損益  △91 126 217 

売上債権の減少額（増加額）  212 185 △26 

たな卸資産の減少額（増加額）  △689 273 963 

長期前払費用の減少額（増加額）  △398 3 402 

仕入債務の増加額（減少額）  183 220 36 

未払費用の増加額（減少額）  △21 △80 △59 

代理店研修会議費引当金の増加

額（減少額） 
 178 △155 △333 

退職給付引当金の増加額（減少

額） 
 224 △1,462 △1,686 

役員退職慰労引当金の増加額

（減少額） 
 △59 5 64 

その他  △1,221 1,278 2,500 

小計  1,403 4,543 3,140 

利息及び配当金の受取額  120 135 14  

利息の支払額  △823 △880 △56 

法人税等の支払額  △1,093 △740 353 

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △394 3,058 3,452  

 



 

  
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（百万円） 金額（百万円） 

 

増 減 

(百万円) 

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  △320 △193 126 

無形固定資産の取得による支出  △248 △345 △96 

長期性預金の預入れによる支出  △12 － 12 

従業員に対する貸付金の支出  － △52 △52 

長期性預金の解約による収入  － 20 20 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △580 △569 10 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
 

長期借入金の借入れによる収入  16,024 128 △15,895 

長期借入金の返済による支出  △15,569 － 15,569 

配当金の支払額  △742 △741 0 

リース債務の返済による支出  △109 △112 △2 

自己株式の取得による支出  △7 △3 4 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △404 △729 △324 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差

額 
 12 △543 △555 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減

少額） 
 △1,366 1,215 2,582 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,850 3,483 △1,366 

Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,483 4,699 1,215 

     

 


