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平成 20 年８月８日 

各    位 

 会 社 名 日本システム技術株式会社 

 
代 表 者 の 
役 職 氏 名 

代 表 取 締 役 社 長 
執 行 役 員 

平林 武昭 

 （コード番号 ４３２３ 東証第二部） 

 問い合わせ先 
常務取締役執行役員 
経 営 企 画 室 長 

丸山 眞道 

 （ Ｔ Ｅ Ｌ ０６－４５６０－１０００） 

 

 

（訂正）「平成 21 年３月期第１四半期決算短信」の一部訂正について 
 

平成 20 年７月 31 日に発表いたしました「平成 21 年３月期第１四半期決算短信」の記載につきま

して、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

四半期連結貸借対照表の流動負債項目における表示科目の変更に伴う訂正であり、訂正内容は添付

のとおりです（訂正箇所には下線を付して表示しております）。 

なお、本件訂正による四半期連結経営成績への影響はありません。 
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【２ページ 「定性的情報・財務諸表等」「２.連結財政状態に関する定性的情報」】 

 

＜訂正前＞ 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の状況は、期首の資金残高 19 億円

より 40 百万円増加し、19 億 41 百万円となりました。 

なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

まず、営業活動によるキャッシュ・フローは、4 億 12 百万円の収入となりました。これは主として、売上債

権の回収、賞与引当金の期中計上及び前受金の期中増加に伴う資金増加と、仕入債務の減少、仕掛品等たな卸資

産の期中増加並びに法人税の支払等に伴う資金減少の差引きの結果であります。 

次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、1 億 88 百万円の支出となりました。これは主として、定期預

金への預入れ増並びに投資有価証券の取得によるものであります。 

後に、財務活動によるキャッシュ・フローは、1 億 77 百万円の支出となりました。これは主として、利益

配当金の支払い並びに長期借入金の返済によるものであります。 

 

 

＜訂正後＞ 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の状況は、期首の資金残高 19 億円

より 40 百万円増加し、19 億 41 百万円となりました。 

なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

まず、営業活動によるキャッシュ・フローは、4 億 12 百万円の収入となりました。これは主として、売上債

権の回収及び前受金の期中増加に伴う資金増加と、仕入債務及び賞与引当金の減少、仕掛品等たな卸資産の期中

増加並びに法人税の支払等に伴う資金減少の差引きの結果であります。 

次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、1 億 88 百万円の支出となりました。これは主として、定期預

金への預入れ増並びに投資有価証券の取得によるものであります。 

後に、財務活動によるキャッシュ・フローは、1 億 77 百万円の支出となりました。これは主として、利益

配当金の支払い並びに長期借入金の返済によるものであります。 
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【５ページ 「５.四半期連結財務諸表」「（１）四半期連結貸借対照表」（負債の部、純資産の部）】 

 

＜訂正前＞ 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

当第１四半期連結会計期間末 

(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

負債の部   

流動負債 

支払手形及び買掛金 394,923 851,254

短期借入金 11,100 18,873

１年内返済予定の長期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 140,264 154,004

賞与引当金 670,002 448,018

役員賞与引当金 20,966 15,630

その他 669,828 517,230

流動負債合計 2,087,085 2,185,012

固定負債 

長期借入金 405,000 450,000

退職給付引当金 703,557 678,565

役員退職慰労引当金 284,738 282,527

繰延税金負債 7,001 9,607

その他 3,010 2,915

固定負債合計 1,403,308 1,423,615

負債合計 3,490,394 3,608,627

純資産の部 

株主資本 

資本金 917,687 917,687

資本剰余金 879,325 879,325

利益剰余金 2,035,685 2,195,824

自己株式 △65,468 △65,429

株主資本合計 3,767,229 3,927,408

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 22,776 16,117

為替換算調整勘定 △9,919 △2,846

評価・換算差額等合計 12,856 13,270

少数株主持分 40,006 42,478

純資産合計 3,820,092 3,983,156

負債純資産合計 7,310,486 7,591,784
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＜訂正後＞ 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

当第１四半期連結会計期間末 

(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

負債の部   

流動負債 

支払手形及び買掛金 394,923 851,254

短期借入金 11,100 18,873

１年内返済予定の長期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 140,264 154,004

賞与引当金 249,174 448,018

役員賞与引当金 20,966 15,630

その他 1,090,656 517,230

流動負債合計 2,087,085 2,185,012

固定負債 

長期借入金 405,000 450,000

退職給付引当金 703,557 678,565

役員退職慰労引当金 284,738 282,527

繰延税金負債 7,001 9,607

その他 3,010 2,915

固定負債合計 1,403,308 1,423,615

負債合計 3,490,394 3,608,627

純資産の部 

株主資本 

資本金 917,687 917,687

資本剰余金 879,325 879,325

利益剰余金 2,035,685 2,195,824

自己株式 △65,468 △65,429

株主資本合計 3,767,229 3,927,408

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 22,776 16,117

為替換算調整勘定 △9,919 △2,846

評価・換算差額等合計 12,856 13,270

少数株主持分 40,006 42,478

純資産合計 3,820,092 3,983,156

負債純資産合計 7,310,486 7,591,784
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【７ページ 「５.四半期連結財務諸表」「（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書」】 

 

＜訂正前＞ 

（単位：千円） 

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 △807 

減価償却費 7,168 

ソフトウェア償却費 1,548 

のれん償却額 16,433 

賞与引当金の増減額（△は減少） 221,983 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,992 

受取利息及び受取配当金 △2,906 

支払利息 2,663 

売上債権の増減額（△は増加） 871,760 

前受金の増減額（△は減少） 174,800 

たな卸資産の増減額（△は増加） △309,248 

仕入債務の増減額（△は減少） △456,136 

その他 7,917 

小計 560,170 

利息及び配当金の受取額 2,906 

利息の支払額 △2,663 

法人税等の支払額 △148,311 

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,101 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △100,774 

有形固定資産の取得による支出 △3,297 

投資有価証券の取得による支出 △81,476 

その他 △2,496 

投資活動によるキャッシュ・フロー △188,044 

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（△は減少） △6,281 

長期借入金の返済による支出 △45,000 

配当金の支払額 △125,880 

その他 △39 

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,200 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,051 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,804 

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,751 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,941,555 
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＜訂正後＞ 

（単位：千円） 

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 △807 

減価償却費 7,168 

ソフトウェア償却費 1,548 

のれん償却額 16,433 

賞与引当金の増減額（△は減少） △198,843 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,992 

受取利息及び受取配当金 △2,906 

支払利息 2,663 

売上債権の増減額（△は増加） 871,760 

前受金の増減額（△は減少） 174,800 

たな卸資産の増減額（△は増加） △309,248 

仕入債務の増減額（△は減少） △456,136 

その他 428,745 

小計 560,170 

利息及び配当金の受取額 2,906 

利息の支払額 △2,663 

法人税等の支払額 △148,311 

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,101 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △100,774 

有形固定資産の取得による支出 △3,297 

投資有価証券の取得による支出 △81,476 

その他 △2,496 

投資活動によるキャッシュ・フロー △188,044 

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（△は減少） △6,281 

長期借入金の返済による支出 △45,000 

配当金の支払額 △125,880 

その他 △39 

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,200 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,051 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,804 

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,751 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,941,555 

 

以 上 




