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平成 21 年 3月 24 日 

各  位 

 

会 社 名 ケネディクス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 川 島   敦 

（コード番号 4321 東証１部） 

問い合わせ先 取締役経営企画担当 吉 川 泰 司 

電 話 番 号 （03）3519-2530 

 

（再訂正・数値データ再訂正あり）「平成 20年 12 月期決算短信」の一部再訂正について 

 

平成 21 年 2月 13 日に発表いたしました「平成 20 年 12 月期決算短信」および平成 21 年 2月 27 日に発表いた

しました『（訂正・数値データ訂正あり）「平成 20 年 12 月期決算短信」の一部訂正について』につきまして、一

部に再訂正を要する箇所がありましたため、下記の通り訂正させていただきます。 

 

１．訂正理由 

事務処理の一部に誤りがあったことによるものであります。 

２．訂正箇所 

訂正箇所は下線にて示しております。 

 (百万円未満切捨て) 

【訂正前】1ページ 

1. 20 年 12 月期の連結業績（平成 20 年 1月 1日～平成 20 年 12 月 31 日） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 

 
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12月期 △56,785 △9,438 44,015 16,281 

19年12月期 △48,778 △35,962 91,886 44,962 

【訂正後】 

1. 20 年 12 月期の連結業績（平成 20 年 1月 1日～平成 20 年 12 月 31 日） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 

 
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12月期 △56,864 △9,438 44,094 16,281 

19年12月期 △48,778 △35,962 91,886 44,962 

【訂正前】6ページ 

１ 経営成績 
 

(2) 財政状態に関する分析 
 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により56,785百万円減少し、投資活動により9,438

百万円減少し、財務活動により 44,015 百万円増加いたしました。＜中略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果、使用した資金は、56,785 百万円（前年同期比 16.4％増）となりま

した。＜中略＞ 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果、得られた資金は、44,015 百万円（前年同期比 52.1％減）となりま

した。＜後略＞ 

【訂正後】 

１ 経営成績 
 

(2) 財政状態に関する分析 
 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により56,864百万円減少し、投資活動により9,438

百万円減少し、財務活動により 44,094 百万円増加いたしました。＜中略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果、使用した資金は、56,864 百万円（前年同期比 16.6％増）となりま

した。＜中略＞ 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果、得られた資金は、44,094 百万円（前年同期比 52.0％減）となりま

した。＜後略＞ 
 

【訂正前】22 ページ 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日  
 至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日  
 至 平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

＜中略＞     
 24 匿名組合出資預り金の払戻による 
   支出 

 △17 39 

＜中略＞    
    小計  △36,948 △36,847 
＜中略＞    

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △48,778 △56,785 
  
＜前略＞    
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
＜中略＞    

 12 少数株主への分配による支出  △2,895 △1,125 

＜中略＞    

  財務活動によるキャッシュ・フロー  91,886 44,015 

＜後略＞    

【訂正後】 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日  
 至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日  
 至 平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

＜中略＞    
 24 匿名組合出資預り金の払戻による 
   支出 

 △17 △39 

＜中略＞    
    小計  △36,948 △36,926 
＜中略＞    

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △48,778 △56,864 
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＜前略＞    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

＜中略＞    

 12 少数株主への分配による支出  △2,895 △1,046 

＜中略＞    

  財務活動によるキャッシュ・フロー  91,886 44,094 

＜後略＞    

 
【訂正前】24 ページ 

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当社グループは当連結会計年度において、当期純損失 10,850 百万円を計上し、営業キャッシュ・フロ

ーについても当期において 56,785 百万円のマイナスとなり、継続して営業キャッシュ・フローがマイナ

スの状況が続いております。 

＜後略＞ 

【訂正後】 
(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当社グループは当連結会計年度において、当期純損失 10,850 百万円を計上し、営業キャッシュ・フロ

ーについても当期において 56,864 百万円のマイナスとなり、継続して営業キャッシュ・フローがマイナ

スの状況が続いております。 

＜後略＞ 

 

以上 


