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平成２０年９月１９日 
各 位 

                              会 社 名  荏 原 実 業 株 式 会 社 
代表者名  代表取締役社長 鈴 木 久 司 

（コード番号６３２８ 東証第一部） 
問合せ先  経 営 企 画 室 長 濱 野 博 光 

ＴＥＬ ０３－５５６５－２８８５ 
 

 (訂正)「平成２０年１２月期 中間決算短信」の一部訂正について 
 

 平成２０年８月７日に発表しました「平成２０年１２月期 中間決算短信」において、記載事項の一部に訂正  

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。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 1 ページ】 

(3)連結キャッシュ･フローの状況 

(訂正前) 

 
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 6月中間期 
19年 6月中間期 

1,630 
        4,535 

△40 
699    

△149     
△1,645     

2,696    
5,193    

19 年 12 月期 1,031 314    △1,693     1,256    
 

(訂正後) 

 
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 6月中間期 
19年 6月中間期 

2,006 
        4,535 

△416 
699 

△149     
△1,645     

2,696    
5,193    

19 年 12 月期 1,031 314    △1,693     1,256    

 

【訂正箇所 4 ページ】 

(2)財政状態に関する分析  

②キャッシュ・フローの状況 

（訂正前) 

a)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16億30百万円となりました(前中間連結会計期間に比べ29億5百万円の減少)。 

（以下省略） 

b)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 40 百万円となりました(前中間連結会計期間は 6億 99 百万の獲得)。 

（以下省略） 
 

（訂正後) 

a)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20億6百万円となりました(前中間連結会計期間に比べ25億29百万円の減少)。 

（以下省略） 

b)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 4億 16 百万円となりました(前中間連結会計期間は 6億 99 百万の獲得)。 

（以下省略） 
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【訂正箇所 4 ページ及び 5ページ】 

なお、当社グループのキャッシュ・フローの指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

（訂正前） 

平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期 平成 20年 12月期 

中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中 間 

キャッシュ・フロー   

対有利子負債比率 (年) - - 0.8 3.9 2.8 - 0.4 1.8 1.1

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ (倍) 
- - 266.7 27.7 66.6 - 255.6 34.3 94.7

 

（訂正後） 

平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期 平成 20年 12月期 

中間 期末 中間 期末 中間 中間 期末 中間 期末 

キャッシュ・フロー   

対有利子負債比率 (年) - - 0.8 3.9 2.8 - 0.4 1.8 0.9

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ (倍) 
- - 266.7 27.7 66.6 - 255.6 34.3 116.5

 
【訂正箇所 16 ページ及び 17 ページ】 

(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(訂正前) 

 
 

 

 
 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成 19 年１月 １日

 至 平成 19 年６月 30 日)

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年１月 １日

至 平成 20 年６月 30 日) 対前中間期比 

前連結会計年度の      
要約連結キャッシュ 
・フロー計算書 

(自 平成 19 年 １月 １日

 至 平成 19 年 12 月 31 日)
注記 区分 
番号 

   金額(百万円)    金額(百万円) 増減 
(百万円)    金額(百万円) 

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー      
(省略) 

 その他  44 △526 △570 192 

小 計  4,594 1,688 △2,905 1,200 
(省略) 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  4,535 1,630 △2,905 1,031 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      
(省略) 

 その他  △33 △47 △14 △142 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  699 △40 △740 314 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

(省略) 

 

(訂正後) 

 
 

 
 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成 19 年１月 １日

 至 平成 19 年６月 30 日)

当中間連結会計期間 
(自 平成 20 年１月 １日

至 平成 20 年６月 30 日) 対前中間期比 

前連結会計年度の      
要約連結キャッシュ 
・フロー計算書 

(自 平成 19 年 １月 １日

 至 平成 19 年 12 月 31 日)
注記 区分 
番号 

   金額(百万円)    金額(百万円) 増減 
(百万円)    金額(百万円) 

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー      
(省略) 

 その他  44 △150 △195 192 

小 計  4,594 2,064 △2,529 1,200 
(省略) 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  4,535 2,006 △2,529 1,031 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      
(省略) 

 その他  △33 △423 △390 △142 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  699 △416 △1,116 314 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

(省略) 

 
以 上 


