
 

 

平成 20 年 8 月 14 日 

各      位 

会  社  名    アンドール株式会社 

代 表 者 名   代表取締役社長 小志田一喜 

( J A S D A Q   コード番号 4640 ) 

問い合せ先    管理部長 野内 信雄 

電   話    03-3243-1711 

 

（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 8 月 11 日発表の「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信」の記載に一部誤りがあり 

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表示しております。 

 

 

記 

 

 

訂正箇所及び訂正内容 

－　1　－



１．5ページ「５．四半期連結財務諸表」「（１）四半期連結貸借対照表」の当第１四半期 
  連結会計期間末の「賞与引当金」及び「その他」、「少数株主持分」 

【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 38,224 65,661

短期借入金 9,000 18,500

1年内返済予定の長期借入金 37,500 31,000

未払法人税等 5,822 25,558

前受金 73,035 105,979

賞与引当金 53,257 75,016

その他 143,240 93,807

流動負債合計 360,082 415,522

固定負債   

長期借入金 268,000 271,250

繰延税金負債 3,979 4,620

退職給付引当金 54,811 52,571

役員退職慰労引当金 3,480 3,726

その他 1,887 1,800

固定負債合計 332,157 333,967

負債合計 692,239 749,490

純資産の部   

株主資本   

資本金 501,889 501,889

利益剰余金 120,227 123,111

自己株式 △691 △691

株主資本合計 621,425 624,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,456 △1,396

少数株主持分 ＿ 24,320

純資産合計 623,882 647,234

負債純資産合計 1,316,122 1,396,724

    

－　2　－



【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 38,224 65,661

短期借入金 9,000 18,500

1年内返済予定の長期借入金 37,500 31,000

未払法人税等 5,822 25,558

前受金 73,035 105,979

賞与引当金 38,521 75,016

その他 157,976 93,807

流動負債合計 360,082 415,522

固定負債   

長期借入金 268,000 271,250

繰延税金負債 3,979 4,620

退職給付引当金 54,811 52,571

役員退職慰労引当金 3,480 3,726

その他 1,887 1,800

固定負債合計 332,157 333,967

負債合計 692,239 749,490

純資産の部   

株主資本   

資本金 501,889 501,889

利益剰余金 120,227 123,111

自己株式 △691 △691

株主資本合計 621,425 624,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,456 △1,396

少数株主持分 － 24,320

純資産合計 623,882 647,234

負債純資産合計 1,316,122 1,396,724
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２．7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」の 
  当第１四半期連結累計期間の「賞与引当金の増減額（△は減少）」及び「その他の負債の 
  増減額（△は減少）」 

【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損失（△） △6,111

減価償却費 14,944

負ののれん償却額 △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） 109

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △246

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,240

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,759

受取利息及び受取配当金 △2,856

支払利息 1,584

売上債権の増減額（△は増加） 57,915

たな卸資産の増減額（△は増加） 10

仕入債務の増減額（△は減少） △27,436

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,002

その他の資産の増減額（△は増加） △19,273

その他の負債の増減額（△は減少） 28,690

小計 13,787

利息及び配当金の受取額 2,856

利息の支払額 △1,584

法人税等の支払額 △22,148

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,089

投資活動によるキャッシュ・フロー  

子会社株式の取得による支出 △24,300

無形固定資産の取得による支出 △8,185

投資有価証券の取得による支出 △1,510

その他の収入 504

その他の支出 △986

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,477

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） △9,500

長期借入れによる収入 10,000

長期借入金の返済による支出 △6,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,816

現金及び現金同等物の期首残高 182,863

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  135,047
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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損失（△） △6,111

減価償却費 14,944

負ののれん償却額 △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） 109

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △246

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,240

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,495

受取利息及び受取配当金 △2,856

支払利息 1,584

売上債権の増減額（△は増加） 57,915

たな卸資産の増減額（△は増加） 10

仕入債務の増減額（△は減少） △27,436

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,002

その他の資産の増減額（△は増加） △19,273

その他の負債の増減額（△は減少） 43,426

小計 13,787

利息及び配当金の受取額 2,856

利息の支払額 △1,584

法人税等の支払額 △22,148

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,089

投資活動によるキャッシュ・フロー  

子会社株式の取得による支出 △24,300

無形固定資産の取得による支出 △8,185

投資有価証券の取得による支出 △1,510

その他の収入 504

その他の支出 △986

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,477

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） △9,500

長期借入れによる収入 10,000

長期借入金の返済による支出 △6,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,816

現金及び現金同等物の期首残高 182,863

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  135,047
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