
平成 20 年 11 月 14 日 

各  位 

会 社 名       トナミホールディングス株式会社 

代 表 者 名       代表取締役社長           綿貫  勝介 

                                  （コード番号 ９０７０  東証・大証 第 1部） 

                                     お問合せ先  取締役財務部長      高田 和夫 

（ＴＥＬ   0766 - 32 – 1073） 

 

(訂正・数値データ訂正あり）「平成２１年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成２０年１１月１１日に発表しました「平成２１年３月期 第２四半期決算短信」について、

一部訂正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正部分には、＿＿を付

して表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所の概要】 

サマリー情報 

１． 平成２１年３月期第２四半期の連結業績（平成20年4月１日～平成20年9月30日） 

（２） 連結財政状態 

５．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（３）四半期連結キャッシュ･フロー計算書 

 

【訂正内容】１ページ                       （百万円未満切捨て） 

１．平成２１年３月期第２四半期の連結業績（平成20 年４月１日～平成20 年９月30 日） 

（訂正前） 

（２）連結財政状態                  （％表示は対前年同四半期増減率） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円銭

21 年３月期第 2四半期 109,206 45,495 41.1  494.38 

20 年３月期 112,511 45,962 40.3  499.38 

 

（訂正後） 

（２）連結財政状態                  （％表示は対前年同四半期増減率） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円銭

21 年３月期第 2四半期 113,206 45,495 39.7  494.38 

20 年３月期 112,511 45,962 40.3  499.38 

 

 

－1－



【訂正内容】３,４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） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、2 億24 百万円となっております。これは主に売上債権残高 

の減少30 億16 百万円、仕入債務残高の減少27 億円によるものであります。 

【略】 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、14 億5 百万円となっております。これは主に長期借入によ 

る収入24 億57 百万円及び社債の発行による収入30 億円であった一方、社債の償還による支出

70 億円によるものであります。 

（訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は、17 億75 百万円となっております。これは主に売上債権残高の

増加8 億35 百万円、仕入債務残高の減少7 億円によるものであります。 

【略】 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は、5 億94 百万円となっております。これは主に短期借入金の増加

(純額)34 億47 百万円、長期借入による収入24 億57 百万円及び社債の発行による収入30 億円

であった一方、社債の償還による支出70 億円によるものであります。 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 10,046 11,685 

受取手形 3,798 4,197 

営業未収入金 14,196 16,971 

有価証券 － 19 

たな卸資産 1,006 542 

繰延税金資産 594 543 

その他 2,675 2,106 

貸倒引当金 △57 △51 

流動資産合計 32,259 36,016 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 20,572 21,007 

機械装置及び運搬具（純額） 2,625 2,683 

土地 37,737 37,291 

その他（純額） 2,922 1,211 

有形固定資産合計 63,857 62,194 

無形固定資産 

のれん 418 475 

その他 715 712 

無形固定資産合計 1,133 1,188 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,555 7,594 

破産更生債権等 191 171 

繰延税金資産 878 917 

その他 4,754 4,836 

貸倒引当金 △424 △407 

投資その他の資産合計 11,955 13,111 

固定資産合計 76,946 76,494 

資産合計 109,206 112,511 

 
 
【訂正内容】　６，７ページ 
５. 【四半期連結財務諸表】 
　(1) 【四半期連結貸借対照表】
　（訂正前） 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 867 1,000 

営業未払金 10,623 11,186 

短期借入金 8,955 9,508 

1年内返済予定の長期借入金 1,158 1,212 

1年内償還予定の社債 － 7,000 

1年内償還予定の転換社債 2,500 － 

未払法人税等 348 599 

未払消費税等 299 393 

賞与引当金 976 933 

設備関係支払手形 12 6 

その他 5,366 5,149 

流動負債合計 31,108 36,990 

固定負債 

社債 3,000 － 

転換社債型新株予約権付社債 － 2,500 

長期借入金 5,251 3,641 

再評価に係る繰延税金負債 5,455 5,455 

退職給付引当金 16,033 16,542 

役員退職慰労引当金 196 213 

負ののれん 5 6 

その他 2,660 1,198 

固定負債合計 32,602 29,558 

負債合計 63,710 66,548 

純資産の部 

株主資本 

資本金 14,182 14,182 

資本剰余金 11,956 12,229 

利益剰余金 14,290 14,147 

自己株式 △2,007 △2,000 

株主資本合計 38,422 38,559 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 689 1,020 

土地再評価差額金 5,787 5,787 

評価・換算差額等合計 6,476 6,807 

少数株主持分 596 596 

純資産合計 45,495 45,962 

負債純資産合計 109,206 112,511 
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(訂正後)

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 10,046 11,685 

受取手形 3,798 4,197 

営業未収入金 18,196 16,971 

有価証券 － 19 

たな卸資産 1,006 542 

繰延税金資産 594 543 

その他 2,675 2,106 

貸倒引当金 △57 △51 

流動資産合計 36,259 36,016 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 20,572 21,007 

機械装置及び運搬具（純額） 2,625 2,683 

土地 37,737 37,291 

その他（純額） 2,922 1,211 

有形固定資産合計 63,857 62,194 

無形固定資産 

のれん 418 475 

その他 715 712 

無形固定資産合計 1,133 1,188 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,555 7,594 

破産更生債権等 191 171 

繰延税金資産 878 917 

その他 4,754 4,836 

貸倒引当金 △424 △407 

投資その他の資産合計 11,955 13,111 

固定資産合計 76,946 76,494 

資産合計 113,206 112,511 

－5－

skawatou
下線

skawatou
下線

skawatou
下線



  

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 867 1,000 

営業未払金 10,623 11,186 

短期借入金 12,955 9,508 

1年内返済予定の長期借入金 1,158 1,212 

1年内償還予定の社債 － 7,000 

1年内償還予定の転換社債 2,500 － 

未払法人税等 348 599 

未払消費税等 299 393 

賞与引当金 976 933 

設備関係支払手形 12 6 

その他 5,366 5,149 

流動負債合計 35,108 36,990 

固定負債 

社債 3,000 － 

転換社債型新株予約権付社債 － 2,500 

長期借入金 5,251 3,641 

再評価に係る繰延税金負債 5,455 5,455 

退職給付引当金 16,033 16,542 

役員退職慰労引当金 196 213 

負ののれん 5 6 

その他 2,660 1,198 

固定負債合計 32,602 29,558 

負債合計 67,710 66,548 

純資産の部 

株主資本 

資本金 14,182 14,182 

資本剰余金 11,956 12,229 

利益剰余金 14,290 14,147 

自己株式 △2,007 △2,000 

株主資本合計 38,422 38,559 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 689 1,020 

土地再評価差額金 5,787 5,787 

評価・換算差額等合計 6,476 6,807 

少数株主持分 596 596 

純資産合計 45,495 45,962 

負債純資産合計 113,206 112,511 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 685 

減価償却費 1,281 

有形固定資産除売却損益（△は益） 38 

投資有価証券売却損益（△は益） 4 

投資有価証券評価損益（△は益） 41 

ゴルフ会員権評価損 14 

のれん償却額 55 

持分法による投資損益（△は益） △61 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △509 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 

賞与引当金の増減額（△は減少） 42 

受取利息及び受取配当金 △194 

支払利息 181 

売上債権の増減額（△は増加） 3,016 

たな卸資産の増減額（△は増加） △463 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,700 

未払消費税等の増減額（△は減少） △94 

その他 △611 

小計 733 

利息及び配当金の受取額 194 

利息の支払額 △122 

法人税等の支払額 △580 

営業活動によるキャッシュ・フロー 224 

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 △21 

定期預金の払戻による収入 25 

有価証券の売却による収入 20 

有形固定資産の取得による支出 △1,304 

有形固定資産の売却による収入 55 

投資有価証券の取得による支出 △42 

投資有価証券の売却による収入 1 

投資有価証券の償還による収入 500 

貸付けによる支出 △2 

貸付金の回収による収入 11 

その他 319 

投資活動によるキャッシュ・フロー △437 

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） 1,447 

長期借入れによる収入 2,457 

長期借入金の返済による支出 △901 

社債の発行による収入 3,000 

社債の償還による支出 △7,000 

自己株式の取得による支出 △6 

配当金の支払額 △272 

少数株主への配当金の支払額 △7 

その他 △122 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,405 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,618 

現金及び現金同等物の期首残高 11,637 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,018 

【訂正内容】９ページ 　
　(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
　 (訂正前)
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(訂正後) 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 685 

減価償却費 1,281 

有形固定資産除売却損益（△は益） 38 

投資有価証券売却損益（△は益） 4 

投資有価証券評価損益（△は益） 41 

ゴルフ会員権評価損 14 

のれん償却額 55 

持分法による投資損益（△は益） △61 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △509 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 

賞与引当金の増減額（△は減少） 42 

受取利息及び受取配当金 △194 

支払利息 181 

売上債権の増減額（△は増加） △835 

たな卸資産の増減額（△は増加） △463 

仕入債務の増減額（△は減少） △700 

未払消費税等の増減額（△は減少） △94 

その他 △678 

小計 △1,185 

利息及び配当金の受取額 194 

利息の支払額 △122 

法人税等の支払額 △662 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,775 

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 △21 

定期預金の払戻による収入 25 

有価証券の売却による収入 20 

有形固定資産の取得による支出 △1,304 

有形固定資産の売却による収入 55 

投資有価証券の取得による支出 △42 

投資有価証券の売却による収入 1 

投資有価証券の償還による収入 500 

貸付けによる支出 △2 

貸付金の回収による収入 11 

その他 319 

投資活動によるキャッシュ・フロー △437 

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） 3,447 

長期借入れによる収入 2,457 

長期借入金の返済による支出 △901 

社債の発行による収入 3,000 

社債の償還による支出 △7,000 

自己株式の取得による支出 △6 

配当金の支払額 △272 

少数株主への配当金の支払額 △7 

その他 △122 

財務活動によるキャッシュ・フロー 594 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,618 

現金及び現金同等物の期首残高 11,637 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,018 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　 以上 
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平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 トナミホールディングス株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 9070 URL http://www.tonamiholdings.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 綿貫 勝介

問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務部長 （氏名） 高田 和夫 TEL 0766-32-1073

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 65,290 ― 557 ― 807 ― 142 ―

20年3月期第2四半期 63,127 △1.8 789 4.6 1,151 △0.3 △1,516 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 1.57 1.44
20年3月期第2四半期 △16.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 113,206 45,495 39.7 494.38
20年3月期 112,511 45,962 40.3 499.38

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  44,898百万円 20年3月期  45,366百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

・21年３月期第２四半期の配当原資には、資本剰余金が含まれています。詳細は２ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 133,600 2.6 1,770 △6.2 2,250 △7.5 850 ― 9.36

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ【定性
的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  97,610,118株 20年3月期  97,610,118株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  6,793,124株 20年3月期  6,765,163株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  90,837,221株 20年3月期第2四半期  90,899,545株




