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平成 20 年 10 月 10 日 

各      位 

 

会 社 名  デ リ カ フ ー ズ 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 舘本 勲武 

（コード番号  ３３９２   東証第二部） 

問合せ先  取締役経営企画部長  澤田 清春 

（TEL． ０３－３８５８－１０３７  ） 

 

（訂正）「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信」 

 

 平成 20年８月８日16時 40分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせしま
す。なお、数値データにつきましては、訂正はありません。 
 
 

記 
 
訂正箇所は   を付しております。 
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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  106,242

減価償却費  48,351

引当金の減少額  △35,579

受取利息及び受取配当金  △1,583

支払利息  7,850

固定資産除却損  401

売上債権の減少額  221,723

たな卸資産の減少額  3,534

仕入債務の減少額  △194,364

その他  △5,263

小計   151,313

利息及び配当金の受取額  1,400

利息の支払額  △7,824

法人税等の支払額  △113,452

営業活動によるキャッシュ・フロー   31,436

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出  △18,353

定期預金の払戻による収入  42,000

有形固定資産の取得による支出  △32,592

無形固定資産の取得による支出  △130

投資有価証券の取得による支出  △10,439

貸付金の回収による収入  83

保険積立金の払戻による収入  2,618

その他  △12,256

投資活動によるキャッシュ・フロー   △29,070

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出  △55,655

自己株式の取得による支出  △97

配当金の支払額  △48,720

財務活動によるキャッシュ・フロー   △104,473

現金及び現金同等物の減少額  △102,107

現金及び現金同等物の期首残高  1,101,860

現金及び現金同等物の四半期末残高   999,752
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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  106,242

減価償却費  48,351

引当金の減少額  △35,579

受取利息及び受取配当金  △1,583

支払利息  7,850

固定資産除却損  401

売上債権の減少額  221,723

たな卸資産の減少額  3,534

仕入債務の減少額  △194,364

その他  △5,263

小計   151,313

利息及び配当金の受取額  1,400

利息の支払額  △7,824

法人税等の支払額  △113,452

営業活動によるキャッシュ・フロー   31,436

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出  △18,353

定期預金の払戻による収入  42,000

有形固定資産の取得による支出  △26,667

無形固定資産の取得による支出  △130

投資有価証券の取得による支出  △10,439

貸付金の回収による収入  83

保険積立金の払戻による収入  2,618

その他  △12,256

投資活動によるキャッシュ・フロー   △23,144

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出  △55,655

自己株式の取得による支出  △97

リース債務の返済による支出  △5,925

配当金の支払額  △48,720

財務活動によるキャッシュ・フロー   △110,398

現金及び現金同等物の減少額  △102,107

現金及び現金同等物の期首残高  1,101,860

現金及び現金同等物の四半期末残高   999,752
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6. その他の情報 
（参考）最近における四半期毎の業績の推移 

 
（訂正前） 

平成 21 年３月期（連結）   （百万円未満切り捨て）

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

売上高 4,924        

売上総利益 1,239        

営業利益 109        

経常利益 105        

税金等調整前四半期純利益 106        

四半期純利益 61        

１株当たり四半期純利益 4,086.39 円       

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 

4,047.29 円       

総資産 7,194        

純資産 3,652        

１株当たり純資産 241,197.93 円       

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

31        

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△29        

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△104        

現金及び現金同等物 
四半期末残高 

999        

 
（訂正後） 

平成 21 年３月期（連結）   （百万円未満切り捨て）

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

売上高 4,924        

売上総利益 1,239        

営業利益 109        

経常利益 105        

税金等調整前四半期純利益 106        

四半期純利益 61        

１株当たり四半期純利益 4,086.39 円       

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 

4,047.29 円       

総資産 7,194        

純資産 3,652        

１株当たり純資産 241,197.93 円       

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

31        

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△23        

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△110        

現金及び現金同等物 
四半期末残高 

999        

 

以  上 




