
 

平成 21 年２月４日 

各   位 

会 社 名 株 式 会 社 Ｊ Ｓ Ｐ

代 表 者 名 代表取締役社長 井 上  六 郎

 (コ－ド番号：7942 東証第 1 部)

問 合 せ 先 経 理 部 長 栗原  志保見

 ( ＴＥＬ 0 3 － 6 2 1 2 － 6 3 0 6 )

 

 

 

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

 

 
平成 21 年１月 29 日に発表いたしました「平成 21 年３月期 第３四半期決算短信」について

一部訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には、下線  を付して表示しております。 

 
                 記 

 

 
【定性的情報・財務諸表等】 

２．連結財務情報に関する定性的情報 

キャッシュ・フローの状況 

＜訂正前＞ 

財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増による収入 3,478 百万円、長期借

入れによる収入 2,700 百万円、長期借入金の返済による支出 3,492 百万円、コマーシャル・

ペーパーの減少による支出 1,500 百万円、配当金の支払いによる支出 501 百万円等により、

差引き 315 百万円の収入（前年同期は 2,641 百万円の支出）となりました。 

 

＜訂正後＞ 

財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増による収入 3,478 百万円、長期借

入れによる収入 2,700 百万円、長期借入金の返済による支出 3,492 百万円、コマーシャル・

ペーパーの減少による支出 1,500 百万円、配当金の支払いによる支出 470 百万円等により、

差引き 315 百万円の収入（前年同期は 2,641 百万円の支出）となりました。 

 



５.【四半期連結財務諸表】

＜訂正前＞

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31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 2,899

　減価償却費 3,816

　負ののれん償却額 △120

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 16

　固定資産除売却損益（△は益） 48

　受取利息及び受取配当金 △209

　支払利息 329

　為替差損益（△は益） △103

　持分法による投資損益（△は益） 69

　売上債権の増減額（△は増加） △4,144

　仕入債務の増減額（△は減少） 1,748

　たな卸資産の増減額（△は増加） △971

　その他 1,448

　小計 4,827

　利息及び配当金の受取額 211

　利息の支払額 △331

　法人税等の支払額 △827

　営業活動によるキャッシュ・フロー 3,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

　固定資産の取得による支出 △3,701

　固定資産の売却による収入 2

　固定資産の除却売却に伴う支出 △16

　投資有価証券の取得による支出 △4

　投資有価証券の売却による収入 33

　関係会社株式の売却による収入 190

　定期預金の預入払出による収支（△は減少） △274

　その他 778

　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,991

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） 3,478

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減
少）

△1,500

　長期借入れによる収入 2,700

　長期借入金の返済による支出 △3,492

　社債の償還による支出 △222

　株式の発行による収入 31

　自己株式の取得による支出 △168

　配当金の支払額 △501

　その他 △9

　財務活動によるキャッシュ・フロー 315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 791

現金及び現金同等物の期首残高 5,400

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 587

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,779

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】



＜訂正後＞

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31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 2,899

　減価償却費 3,816

　負ののれん償却額 △120

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 16

　固定資産除売却損益（△は益） 48

　受取利息及び受取配当金 △209

　支払利息 329

　為替差損益（△は益） △103

　持分法による投資損益（△は益） 69

　売上債権の増減額（△は増加） △4,144

　仕入債務の増減額（△は減少） 1,748

　たな卸資産の増減額（△は増加） △971

　その他 1,448

　小計 4,827

　利息及び配当金の受取額 211

　利息の支払額 △331

　法人税等の支払額 △827

　営業活動によるキャッシュ・フロー 3,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

　固定資産の取得による支出 △3,701

　固定資産の売却による収入 2

　固定資産の除却売却に伴う支出 △16

　投資有価証券の取得による支出 △4

　投資有価証券の売却による収入 33

　関係会社株式の売却による収入 190

　定期預金の預入払出による収支（△は減少） △274

　その他 778

　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,991

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） 3,478

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減
少）

△1,500

　長期借入れによる収入 2,700

　長期借入金の返済による支出 △3,492

　社債の償還による支出 △222

　株式の発行による収入 31

　自己株式の取得による支出 △168

　配当金の支払額 △470

　少数株主への配当金の支払額 △31

　その他 △9

　財務活動によるキャッシュ・フロー 315

現金及び現金同等物に係る換算差額 △412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 791

現金及び現金同等物の期首残高 5,400

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 587

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,779

以上


