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（訂正・数値データ訂正あり） 

平成 20 年３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 23 日に開示いたしました「平成 20 年３月期 決算短信」につきまして、一部誤りがありま

したので、下記の通り訂正いたします。下線部が訂正箇所であります。 

 なお、当該訂正は決算短信の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、総資産及び純資産に影響をあた

えるものではありません。 

 

－ 記 － 

 

 

【訂正箇所：１ページ】 

（訂正前） 

(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３月期 183 △124 167 855 
19 年３月期 307 △142 114 628 
 

（訂正後） 

(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３月期 196 △124 154 855 
19 年３月期 307 △142 114 628 
 

 



 

 

【訂正箇所：３、４ページ】 

（２）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

① 当連結会計年度における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は 855,175 千円となり、226,793 千円の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは183,120 千円となりました。 

    （中略） 

財務活動によるキャッシュ・フローは167,841 千円となりました。株式の発行による収入176,640 千円、配当金

の支払額 8,799 千円によるものです。 

 

（訂正後） 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は 855,175 千円となり、226,793 千円の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは196,914 千円となりました。 

    （中略） 

財務活動によるキャッシュ・フローは154,047 千円となりました。株式の発行による収入162,846 千円、配当金

の支払額 8,799 千円によるものです。 

 

【訂正箇所：６ページ】 

（４）事業等のリスク 

⑪ 繰越欠損金について 

（訂正前） 

平成 20 年３月 31 日現在における当該繰越欠損金は702 百万円でありますが、（省略） 

 

（訂正後） 

平成 20 年３月 31 日現在における当該繰越欠損金は711 百万円でありますが、（省略） 

 

 



 

 

【訂正箇所：14,15 ページ】 

（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（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    

受取利息及び受取配当金 △540 △1,620  

固定資産除却損 1,359 1,493  

小計 308,986 188,039 △120,946

営業活動によるキャッシュ・フロー 307,131 183,120 △124,010

    

（中略） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入 114,000 176,640  

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,000 167,841 53,841

 

（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（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    

受取利息及び受取配当金 △540 △1,620  

株式交付費 － 13,793  

固定資産除却損 1,359 1,493  

小計 308,986 201,833 △107,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 307,131 196,914 △110,216

    

（中略） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入 114,000 162,846  

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,000 154,047 40,047



 

 

 

【訂正箇所：28 ページ】 

（訂正前） 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
差異の原因となった主な項目別内訳 

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等の永久差異項目 1.0

役員賞与引当金 3.6

住民税均等割額 1.0

評価性引当額の減少 △59.7

その他 △1.9

税効果会計適用後の法人税等負担率 △15.3
 

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

交際費等の永久に損金に算入されない項
目 

1.0

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△0.9

役員賞与引当金 3.8

住民税均等割額 0.8

評価性引当額の減少 △64.9

その他 1.8

税効果会計適用後の法人税等負担率 △17.7
 

 

（訂正後） 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
差異の原因となった主な項目別内訳 

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等の永久差異項目 1.0

役員賞与引当金 3.6

住民税均等割額 1.0

評価性引当額の減少 △59.7

その他 △1.9

税効果会計適用後の法人税等負担率 △15.3
 

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等の永久に損金に算入されない項
目 

1.0

役員賞与引当金 3.8

住民税均等割額 0.8

評価性引当額の減少 △66.1

持分法損益 1.1

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等負担率 △17.7
 

 


