
 
 
 

平成 21年２月６日 
各   位 

 
会 社 名 アロン化成株式会社 
代表者名 代 表 取 締 役 社 長  矢 田   昭 
（コード番号 7882 東証第一部） 
問合せ先 総 務 人 事 部 長   芹 田 泰 三 
（TEL. 03-5420-1141） 
 

（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２月３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 

 
訂正個所 

    ２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 
            
      ７ページ～８ページ  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】 
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２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〉 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 362 億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て５千２百万円増加しました。資産の部は流動資産が２億７千５百万円増加した一方、固定資産

が２億２千２百万円減少した結果、合計で５千２百万円増加しました。負債の部は買掛金などの

増加により、合計で２億６千６百万円増加しました。純資産の部は利益剰余金およびその他有価

証券評価差額金の減少などにより２億１千４百万円減少しました。 

 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は期首に比べて７億６千１百

万円増加し、79億１千６百万円となりました。 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、21億２千７百万円となりました。主な内訳は

売上債権の回収、減価償却費などによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産などの取得による支出を、関係会社預け金の

払い出しによる収入 10億円が上回り、差し引き１億８千６百万円の収入となりました。 

財務活動のために使用したキャッシュ・フローは、配当金の支払額および借入金の返済など 15

億５千２百万円となりました。 

 
 
〈訂正後〉 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 362 億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て５千２百万円増加しました。資産の部は流動資産が２億７千５百万円増加した一方、固定資産

が２億２千２百万円減少した結果、合計で５千２百万円増加しました。負債の部は買掛金などの

増加により、合計で２億６千６百万円増加しました。純資産の部は利益剰余金およびその他有価

証券評価差額金の減少などにより２億１千４百万円減少しました。 

 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は期首に比べて７億６千１百

万円増加し、79億１千６百万円となりました。 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、21億３千万円となりました。主な内訳は売上

債権の回収、減価償却費などによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産および新規連結子会社の取得による支出など

がありましたが、一方では関係会社預け金の払い出しによる収入 10億円があり、差し引き１億６

千２百万円の支出となりました。 

財務活動のために使用したキャッシュ・フローは、配当金の支払額および借入金の返済など 12

億５百万円となりました。 
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＜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 932

　減価償却費 1,241

　のれん償却額 33

　退職給付引当金の増減額（△は減少） △5

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △53

　受取利息及び受取配当金 △79

　支払利息 33

　賞与引当金の増減額（△は減少） △220

　製品回収引当金の増減額（△は減少） △4

　固定資産除売却損益（△は益） 12

　投資有価証券売却損益（△は益） △20

　ゴルフ会員権売却損益（△は益） △11

　売上債権の増減額（△は増加） 845

　たな卸資産の増減額（△は増加） 72

　仕入債務の増減額（△は減少） △27

　その他の資産・負債の増減額 9

　小計 2,729

　利息及び配当金の受取額 79

　利息の支払額 △5

　法人税等の支払額 △675

　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,127

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 △80

　定期預金の払戻による収入 100

　関係会社預け金の払戻による収入 1,000

　固定資産の取得による支出 △847

　固定資産の売却による収入 0

　ゴルフ会員権の取得による支出 △12

　ゴルフ会員権の売却による収入 21

　投資有価証券の取得による支出 △3

　投資有価証券の売却による収入 28

　子会社株式の取得による支出 △33

　その他 13

　投資活動によるキャッシュ・フロー 186

　(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

７ﾍﾟｰｼﾞ　５．【四半期連結財務諸表】

3



＜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 932

　減価償却費 1,241

　のれん償却額 33

　退職給付引当金の増減額（△は減少） △5

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △53

　受取利息及び受取配当金 △79

　支払利息 33

　賞与引当金の増減額（△は減少） △220

　製品回収引当金の増減額（△は減少） △4

　固定資産除売却損益（△は益） 12

　投資有価証券売却損益（△は益） △20

　ゴルフ会員権売却損益（△は益） △11

　売上債権の増減額（△は増加） 851

　たな卸資産の増減額（△は増加） 72

　仕入債務の増減額（△は減少） △30

　その他の資産・負債の増減額 8

　小計 2,731

　利息及び配当金の受取額 79

　利息の支払額 △5

　法人税等の支払額 △675

　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,130

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 △80

　定期預金の払戻による収入 100

　関係会社預け金の払戻による収入 1,000

　固定資産の取得による支出 △847

　固定資産の売却による収入 0

　ゴルフ会員権の取得による支出 △12

　ゴルフ会員権の売却による収入 21

　投資有価証券の取得による支出 △3

　投資有価証券の売却による収入 28

　子会社株式の取得による支出 △382

　その他 13

　投資活動によるキャッシュ・フロー △162
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＜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)

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） △957

　長期借入金の返済による支出 △22

　配当金の支払額 △561

　その他 △12

　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,552

現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 761

現金及び現金同等物の期首残高 7,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,916

　(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

８ﾍﾟｰｼﾞ　５．【四半期連結財務諸表】
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＜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)

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） △610

　長期借入金の返済による支出 △22

　配当金の支払額 △561

　その他 △12

　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,205

現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 761

現金及び現金同等物の期首残高 7,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,916

以上
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