
 
 
 
 

 

 

平成20年11月20日 

各  位 

                      会 社 名 山 加 電 業 株 式 会 社 

  代 表 者 氏 名 代表取締役社長 煙山利廣 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号：１７８９） 

                     問 合 せ 先 取締役経理部長 田代弘樹 

電話03-5286-7221 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成20年９月期 決算短信」の 

一部訂正について  

 

 

 平成20年11月14日に開示いたしました「平成20年９月期 決算短信」の記載内容の一部に訂

正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は＿＿にて表記し

ております。 

 また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 
 

 

記 

 

訂正内容 

（１ページ）１．20年９月期の連結業績（平成19年10月１日～平成20年９月30日） 

      (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 

 
20年9月期 
19年9月期 

     百万円 
       △470 
         521 

     百万円 
          93 
       △889 

           百万円
      △50 
      △95 

         百万円
        272 
        700 

 

 

（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 

 
20年9月期 
19年9月期 

     百万円 
       △499 
         521 

     百万円 
         122 
       △889 

           百万円
      △50 
      △95 

         百万円
        272 
        700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（５ページ）１ 経営成績 (2) 財政状態に関する分析 ② 連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により４

億７千万円減少し、投資活動により９千３百万円増加し、財務活動により５千万円減少いたし

ました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は２億７千２百万円となり、前連結会計年度

末に比べ４億２千７百万円減少しております。  
 なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 
(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に「売上債権」の増加、「仕入債務」の減少及び

「未成工事受入金」の減少の結果、前連結会計年度５億２千１百万円の資金の増加に対し、

当連結会計年度は４億７千万円の資金の減少となりました。 

(ロ) 投資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・フローは、主に「貸付による支出」及び「投資有価証券の取

得による支出」がなくなっため、前連結会計年度８億８千９百万円の資金の減少に対し、当

連結会計年度９千３百万円の資金の増加となりました。 

 

 

（訂正後） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により４

億９千９百万円減少し、投資活動により１億２千２百万円増加し、財務活動により５千万円減

少いたしました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は２億７千２百万円となり、前連結

会計年度末に比べ４億２千７百万円減少しております。  
 なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 
(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に「売上債権」の増加、「仕入債務」の減少及び

「未成工事受入金」の減少の結果、前連結会計年度５億２千１百万円の資金の増加に対し、

当連結会計年度は４億９千９百万円の資金の減少となりました。 

(ロ) 投資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・フローは、主に「貸付による支出」及び「投資有価証券の取

得による支出」がなくなったため、前連結会計年度８億８千９百万円の資金の減少に対し、

当連結会計年度１億２千２百万円の資金の増加となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（15ページ）４ 連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

   

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日  

至 平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日  

至 平成20年９月30日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前当期純利益または 

     税金等調整前当期純損失（△） 
 △26,395 62,656

   減価償却費  28,480 29,246

   貸倒引当金の増加額  334,262 97,309

   賞与引当金の増加・減少(△)額  15,000 △ 5,330

   役員賞与引当金の減少(△)額  △2,400 △ 14,000

   退職給付引当金の増加・減少(△)額  △14,119 3,114

   工事損失引当金の増加・減少(△)額  △1,730 14,393

   完成工事補償引当金の増加額  180 1,010

   受取利息及び配当金  △4,743 △ 23,442

   支払利息  216 1,224

     有価証券売却益  － △ 15,106

     有価証券売却損  14,140 1,506

   持分法による投資利益  △63,910 △ 32,203

   投資事業組合損失  2,519 2,867

   その他営業外収益・特別利益  △1,549 △ 196 

   その他営業外費用・特別損失  19,649 2,389 

   売上債権の増加(△)・減少額  48,957 △ 313,697

   未成工事支出金の増加(△)・減少額  △16,414 231,336

   仕入債務の増加・減少(△)額  112,486 △ 348,603

   未払金の増加・減少(△)額  7,749 △ 11,020

   未成工事受入金の増加・減少(△)額  44,945 △ 249,839

   その他債権の減少額  38,395 60,961 

   その他債務の増加・減少(△)額  △9,295 11,529

    小計  526,423 △ 493,894 

   利息及び配当金の受取額  7,594 34,094 

   利息の支払額  △216 △ 1,224

   その他の収入  357 －

   その他の支出  △5,278 △ 457

   法人税等の支払額  △7,257 △ 8,889

   営業活動によるキャッシュ・フロー  521,622 △ 470,371 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   有形固定資産の取得による支出  △14,715 △ 34,174

   有形固定資産の売却による収入  86 －

   投資有価証券の取得による支出  △388,011 －

   投資有価証券の売却による収入  86,242 110,018 

   貸付による支出  △390,000 －

   貸付金の回収による収入  12,715 77,317

     保険積立金の払込による支出  △203,143 △ 4,271

   その他投資活動による支出  △23,117 △ 38,923 

   その他投資活動による収入  30,753 △ 16,541 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △889,190 93,424 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入による収入  200,000 200,000

   短期借入金の返済による支出  △200,000 △ 200,000

   自己株式の取得による支出  － △ 29

     親会社による配当金の支払額  △95,543 △ 50,956

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △95,543 △ 50,985

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少(△)額  △463,110 △ 427,933

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  1,163,909 700,799

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 700,799 272,865

 

 



（訂正後） 

   

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日  

至 平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日  

至 平成20年９月30日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前当期純利益または 

     税金等調整前当期純損失（△） 
 △26,395 62,656

   減価償却費  28,480 29,246

   貸倒引当金の増加額  334,262 97,309

   賞与引当金の増加・減少(△)額  15,000 △ 5,330

   役員賞与引当金の減少(△)額  △2,400 △ 14,000

   退職給付引当金の増加・減少(△)額  △14,119 3,114

   工事損失引当金の増加・減少(△)額  △1,730 14,393

   完成工事補償引当金の増加額  180 1,010

   受取利息及び配当金  △4,743 △ 23,442

   支払利息  216 1,224

     有価証券売却益  － △ 15,106

     有価証券売却損  14,140 1,506

   持分法による投資利益  △63,910 △ 32,203

   投資事業組合損失  2,519 2,867

   その他営業外収益・特別利益  △1,549 △ 1,930 

   その他営業外費用・特別損失  19,649 7,403 

   売上債権の増加(△)・減少額  48,957 △ 313,697

   未成工事支出金の増加(△)・減少額  △16,414 231,336

   仕入債務の増加・減少(△)額  112,486 △ 348,603

   未払金の増加・減少(△)額  7,749 △ 11,020

   未成工事受入金の増加・減少(△)額  44,945 △ 249,839

   その他債権の減少額  38,395 28,757 

   その他債務の増加・減少(△)額  △9,295 11,529

    小計  526,423 △ 522,818 

   利息及び配当金の受取額  7,594 33,898 

   利息の支払額  △216 △ 1,224

   その他の収入  357 －

   その他の支出  △5,278 △ 457

   法人税等の支払額  △7,257 △ 8,889

   営業活動によるキャッシュ・フロー  521,622 △ 499,492 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   有形固定資産の取得による支出  △14,715 △ 34,174

   有形固定資産の売却による収入  86 －

   投資有価証券の取得による支出  △388,011 －

   投資有価証券の売却による収入  86,242 79,806 

   貸付による支出  △390,000 －

   貸付金の回収による収入  12,715 77,317

     保険積立金の払込による支出  △203,143 △ 4,271

   その他投資活動による支出  △23,117 △ 11,733 

   その他投資活動による収入  30,753 15,600 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △889,190 122,544 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入による収入  200,000 200,000

   短期借入金の返済による支出  △200,000 △ 200,000

   自己株式の取得による支出  － △ 29

     親会社による配当金の支払額  △95,543 △ 50,956

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △95,543 △ 50,985

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少(△)額  △463,110 △ 427,933

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  1,163,909 700,799

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 700,799 272,865

 

 

 



 

 

 

 

（43ページ）６ その他 (1) 役員の異動 ②その他の役員の異動（平成20年12月19日付予定） 

      ３ 新任監査役候補 及びその注記（注）１ 

（訂正前） 

監査役   西方  大（現 公認会計士） 
（中略） 

(注) １ 新任監査役候補者 二神 俊和氏と西方 大氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外

監査役であります。 

 

 

（訂正後） 

監査役   西片  大（現 公認会計士） 

（中略） 
 (注) １ 新任監査役候補者 二神 俊和氏と西片 大氏は、会社法第２条第16号に定める社外

監査役であります。 

 

以 上 



平成20年9月期 決算短信 
平成20年11月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 山加電業株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 1789 URL http://www.yamaka.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 煙山 利廣
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 田代 弘樹 TEL 03-5286-7221

定時株主総会開催予定日 平成20年12月19日 配当支払開始予定日 未定

有価証券報告書提出予定日 平成20年12月19日

1.  20年9月期の連結業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 4,946 6.4 85 △68.9 148 △53.1 27 ―
19年9月期 4,649 △2.5 273 42.0 317 21.1 △39 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年9月期 4.31 ― 1.7 5.3 1.7
19年9月期 △6.15 ― △2.3 10.2 5.9

（参考） 持分法投資損益 20年9月期  32百万円 19年9月期  63百万円

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

20年9月期 2,465 1,567 63.6 246.16
19年9月期 3,127 1,632 52.2 256.35

（参考） 自己資本  20年9月期  1,567百万円 19年9月期  1,632百万円

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9月期 △499 122 △50 272
19年9月期 521 △889 △95 700

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年9月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00 50 ― 3.0
20年9月期 ― 5.00 ― ― 5.00 31 116.1 2.0

21年9月期 
（予想）

― ― ― 4.00 4.00 ――― 25.7 ―――

3.  21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 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

第2四半期連結累計期間 2,521 14.5 38 △67.8 57 △58.5 55 △39.3 8.74
通期 4,967 0.4 67 △20.4 105 △28.8 99 261.3 15.56



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年9月期 6,375,284株 19年9月期 6,375,284株
② 期末自己株式数 20年9月期 5,851株 19年9月期 5,739株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年9月期の個別業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 4,861 6.4 89 △67.4 121 △52.4 3 ―
19年9月期 4,569 △2.2 274 52.1 255 51.9 △90 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年9月期 0.52 ―
19年9月期 △14.17 ―

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

20年9月期 2,451 1,565 63.9 245.79
19年9月期 3,132 1,654 52.8 259.76

（参考） 自己資本 20年9月期  1,565百万円 19年9月期  1,654百万円

2.  21年9月期の個別業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、リ
スクや不確定要素等の要因が含まれております。実際の業績は、今後、様々な要因によりこれら業績予想とは異なる可能性があります。  

売上高 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

第2四半期累計期間 2,437 12.5 42 △65.9 46 △68.7 44 △55.5 7.06
通期 4,743 △2.4 69 △22.3 77 △36.2 71 ― 11.29




