
 
平成 21 年 ５月19日 

各    位 

会 社 名  古河スカイ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 原 正照 

（コード番号 5741    東証第１部） 

問合せ先  経理部長      要 隆明 

（TEL．  03-5295-3800(代) ） 

 

（訂正・数値データあり）「平成21 年３月期 決算短信」の一部訂正のお知らせ   
 

 

平成21 年５月８日に公表いたしました「平成21 年３月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがございま

したので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線＿を付して表示しています。 

 
 

記 

 
訂正箇所：1 ページ 

１．21 年3 月期の連結業績（平成20 年4 月1 日～平成21 年3 月31 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 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 
  

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期 14,583 △12,747 △2,765 3,465

20年３月期 21,832 △15,702 △7,531 4,466

 
＜訂正後＞ 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 
  

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期 14,293 △12,391 △2,831 3,465

20年３月期 21,832 △15,702 △7,531 4,466

 

－　1　－



訂正箇所：4 ページ 

（キャッシュ・フローの状況） 
 
＜訂正前＞ 

（中略） 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前連結会計年度比7,249百万円減少の14,583百万円とな

りました。これは、税金等調整前当期純損失4,687百万円、仕入債務が17,480百万円減少となった一方で、減

価償却費13,582百万円、売上債権の減少16,747百万円、たな卸資産の減少6,563百万円、減損損失の計上3,187
百万円があったこと等によるものです。 
投資活動に使用されたキャッシュ･フローは前連結会計年度比 2,955 百万円増加の 12,747 百万円となりまし

た。これは、有形固定資産等の取得による支出9,588百万円、持分法適用会社株式の取得による支出2,280百万

円があったこと等によるものです。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比 4,766 百万円減少の 2,765 百万円となりました。

これは、長期借入れによる収入11,821百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出13,057百万円、配

当金の支払1,817百万円があったこと等によるものです。 
 
（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  平成18年３月 期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 26.9 28.7 32.0 28.4 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
63.1 55.3 20.3 17.8 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
14.0 3.2 3.4 5.0 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
4.2 18.0 14.5 10.6 

（以下略） 

 
＜訂正後＞ 

（中略） 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前連結会計年度比7,539百万円減少の14,293百万円とな

りました。これは、税金等調整前当期純損失4,687百万円、仕入債務が17,480百万円減少となった一方で、減

価償却費13,582百万円、売上債権の減少16,747百万円、たな卸資産の減少6,563百万円、減損損失の計上3,187
百万円があったこと等によるものです。 
投資活動に使用されたキャッシュ･フローは前連結会計年度比 3,311 百万円増加の 12,391 百万円となりまし

た。これは、有形固定資産等の取得による支出9,232百万円、持分法適用会社株式の取得による支出2,280百万

円があったこと等によるものです。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比 4,700 百万円減少の 2,831 百万円となりました。

これは、長期借入れによる収入11,821百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出13,057百万円、配

当金の支払1,817百万円があったこと等によるものです。 
 
（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  平成18年３月 期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 26.9 28.7 32.0 28.4 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
63.1 55.3 20.3 17.8 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
14.0 3.2 3.4 5.1 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
4.2 18.0 14.5 10.6 

（以下略） 
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訂正箇所：16 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＞ 
  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期純損失
（△） 

11,175  △4,687

 減価償却費 10,883  13,582

 減損損失 667  3,187

 受取利息及び受取配当金 △88  △73

 支払利息 1,508  1,374

 為替差損益（△は益） 22  △83

 有形固定資産除却損 631  503

 補助金の受取額 △565  －

 投資有価証券評価損益（△は益） 22  713

 売上債権の増減額（△は増加） 8,308  16,747

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,423  6,563

 前渡金の増減額（△は増加） 3,681  △2

 仕入債務の増減額（△は減少） △4,291  △17,480

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △39  △1,899

 未払費用の増減額（△は減少） △329  △1,148

 その他 △370  2,198

 小計 28,791  19,495

 利息及び配当金の受取額 88  70

 利息の支払額 △1,502  △1,377

 法人税等の支払額 △5,546  △3,607

 営業活動によるキャッシュ・フロー 21,832  14,583

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 △16,048  △9,588

 有形固定資産の売却による収入 141  56

 無形固定資産の取得による支出 △323  △840

 補助金の受取額 565  －

 投資有価証券の取得による支出 △136  △2,280

 投資有価証券の売却による収入 －  25

 投資有価証券の清算による収入 113  －

 その他 △13  △119

 投資活動によるキャッシュ・フロー △15,702  △12,747

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） △1,246  248

 長期借入れによる収入 14,409  11,821

 長期借入金の返済による支出 △18,594  △13,057

 社債の発行による収入 －  250

 社債の償還による支出 △263  △185

 配当金の支払額 △1,816  △1,817

 少数株主への配当金の支払額 △37  △46

 その他 16  21

 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,531  △2,765

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16  △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,417  △1,001

現金及び現金同等物の期首残高 5,883  4,466

現金及び現金同等物の期末残高 4,466  3,465
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＜訂正後＞ 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期純損失
（△） 

11,175  △4,687

 減価償却費 10,883  13,582

 減損損失 667  3,187

 受取利息及び受取配当金 △88  △73

 支払利息 1,508  1,374

 為替差損益（△は益） 22  △83

 有形固定資産除却損 631  503

 補助金の受取額 △565  －

 投資有価証券評価損益（△は益） 22  713

 売上債権の増減額（△は増加） 8,308  16,747

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,423  6,563

 前渡金の増減額（△は増加） 3,681  △2

 仕入債務の増減額（△は減少） △4,291  △17,480

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △39  △1,899

 未払費用の増減額（△は減少） △329  △1,148

 その他 △370  1,909

 小計 28,791  19,206

 利息及び配当金の受取額 88  70

 利息の支払額 △1,502  △1,377

 法人税等の支払額 △5,546  △3,607

 営業活動によるキャッシュ・フロー 21,832  14,293

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 △16,048  △9,232

 有形固定資産の売却による収入 141  56

 無形固定資産の取得による支出 △323  △840

 補助金の受取額 565  －

 投資有価証券の取得による支出 △136  △2,280

 投資有価証券の売却による収入 －  25

 投資有価証券の清算による収入 113  －

 その他 △13  △119

 投資活動によるキャッシュ・フロー △15,702  △12,391

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） △1,246  248

 長期借入れによる収入 14,409  11,821

 長期借入金の返済による支出 △18,594  △13,057

 社債の発行による収入 －  250

 社債の償還による支出 △263  △185

 配当金の支払額 △1,816  △1,817

 少数株主への配当金の支払額 △37  △46

 その他 16  △45

 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,531  △2,831

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16  △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,417  △1,001

現金及び現金同等物の期首残高 5,883  4,466

現金及び現金同等物の期末残高 4,466  3,465
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訂正箇所：28 ページ 
（セグメント情報） 
【海外売上高】 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 

＜訂正前＞ 

海外売上高 

（百万円）  

連結売上高 

（百万円） 

海外売上高の連結売上高に占める割合 

（％）  

34,704 228,637 15.2
（以下略） 

 

＜訂正後＞ 

海外売上高 

（百万円）  

連結売上高 

（百万円） 

海外売上高の連結売上高に占める割合 

（％）  

34,642 228,637 15.2
（以下略） 
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訂正箇所：31 ページ 
５．個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 
 
＜訂正前＞ 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,788  1,103

  受取手形 5,772  3,911

  売掛金 46,034  31,254

  製品 7,250  4,467

  原材料 5,885  8,553

  仕掛品 15,869  9,534

  前払費用 131  74

  短期貸付金 3,430  3,366

  未収入金 8,330  5,699

  その他 2,178  2,656

  流動資産合計 96,666  70,616

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 43,387  44,687

    減価償却累計額 △24,570  △25,765

    建物（純額） 18,817  18,922

   構築物 6,779  6,956

    減価償却累計額 △4,440  △4,581

    構築物（純額） 2,340  2,376

   機械及び装置 197,468  199,706

    減価償却累計額 △159,316  △165,137

    機械及び装置（純額） 38,152  34,569

   車両運搬具 1,023  1,044

    減価償却累計額 △770  △791

    車両運搬具（純額） 253  253

   工具、器具及び備品 14,266  15,069

    減価償却累計額 △11,543  △12,261

    工具、器具及び備品（純額） 2,723  2,809

   土地 37,595  35,519

   リース資産 －  24

    減価償却累計額 －  △4

    リース資産（純額） －  19

   建設仮勘定 2,294  1,280

   有形固定資産合計 102,173  95,748

  無形固定資産  

   のれん 50  －

   ソフトウエア 1,303  1,135

   ソフトウエア仮勘定 267  669

   その他 13  13

   無形固定資産合計 1,633  1,818

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,217  3,129

   関係会社株式 3,145  3,026

   関係会社出資金 1,876  1,876

   長期前払費用 120  76

   繰延税金資産 5,521  －

   その他 886  993

   投資損失引当金 －  △574

   貸倒引当金 △79  △164

   投資その他の資産合計 12,685  8,362

  固定資産合計 116,490  105,927

 資産合計 213,157  176,544

（以下略） 
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＜訂正後＞ 
  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,788  1,103

  受取手形 5,772  3,911

  売掛金 46,034  31,254

  製品 7,250  4,467

  原材料 5,885  8,553

  仕掛品 15,869  9,534

  前払費用 131  74

  短期貸付金 3,430  3,366

  未収入金 8,330  5,699

  その他 2,178  2,656

  流動資産合計 96,666  70,616

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 43,387  44,687

    減価償却累計額 △24,570  △25,765

    建物（純額） 18,817  18,922

   構築物 6,779  6,956

    減価償却累計額 △4,440  △4,581

    構築物（純額） 2,340  2,376

   機械及び装置 197,468  199,706

    減価償却累計額 △159,316  △165,137

    機械及び装置（純額） 38,152  34,569

   車両運搬具 1,023  1,044

    減価償却累計額 △770  △791

    車両運搬具（純額） 253  253

   工具、器具及び備品 14,266  15,069

    減価償却累計額 △11,543  △12,261

    工具、器具及び備品（純額） 2,723  2,809

   土地 37,595  35,519

   リース資産 －  24

    減価償却累計額 －  △4

    リース資産（純額） －  19

   建設仮勘定 2,294  1,280

   有形固定資産合計 102,173  95,748

  無形固定資産  

   のれん 50  －

   ソフトウエア 1,303  1,135

   ソフトウエア仮勘定 267  669

   その他 13  13

   無形固定資産合計 1,633  1,818

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,217  1,085

   関係会社株式 3,145  5,069

   関係会社出資金 1,876  1,876

   長期前払費用 120  76

   繰延税金資産 5,521  －

   その他 886  993

   投資損失引当金 －  △574

   貸倒引当金 △79  △164

   投資その他の資産合計 12,685  8,362

  固定資産合計 116,490  105,927

 資産合計 213,157  176,544

（以下略） 
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訂正箇所：32 ページ 
５．個別財務諸表 
(2) 損益計算書 
 
＜訂正前＞ 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 226,171  200,967

売上原価  

 製品期首たな卸高 7,537  7,250

 当期製品製造原価 199,732  183,525

 当期製品仕入高 2,071  1,602

 合計 209,341  192,377

 製品期末たな卸高 7,250  4,467

 製品売上原価 202,091  187,910

 売上原価合計 202,091  187,910

売上総利益 24,080  13,057

販売費及び一般管理費  

 その他 12,366  13,596

 販売費及び一般管理費合計 12,366  13,596

営業利益又は営業損失（△） 11,714  △539

営業外収益  

 受取利息 30  38

 受取配当金 138  121

 受取賃貸料 132  127

 技術指導料 17  75

 物品売却益 76  55

 受取補償金 －  241

 その他 83  59

 営業外収益合計 474  716

営業外費用  

 支払利息 1,280  1,213

 支払補償費 305  274

 その他 276  240

 営業外費用合計 1,861  1,728

経常利益又は経常損失（△） 10,327  △1,551

特別利益  

 投資有価証券売却益 4  －

 補助金収入 565  87

 退職給付制度終了益 －  242

 その他 95  18

 特別利益合計 664  348

特別損失  

 固定資産除却損 580  451

 投資有価証券評価損 847  1,295

 減損損失 667  1,593

 環境対策費 53  －

 投資損失引当金繰入額 －  574

 その他 21  5

 特別損失合計 2,167  3,918

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8,825  △5,121

法人税、住民税及び事業税 3,131  25

法人税等調整額 575  6,269

法人税等合計 3,706  6,293

当期純利益又は当期純損失（△） 5,119  △11,415
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＜訂正後＞ 
  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 226,171  200,967

売上原価  

 製品期首たな卸高 7,537  7,250

 当期製品製造原価 199,732  183,525

 当期製品仕入高 2,071  1,602

 合計 209,341  192,377

 製品期末たな卸高 7,250  4,467

 製品売上原価 202,091  187,910

 売上原価合計 202,091  187,910

売上総利益 24,080  13,057

販売費及び一般管理費  

 その他 12,366  13,596

 販売費及び一般管理費合計 12,366  13,596

営業利益又は営業損失（△） 11,714  △539

営業外収益  

 受取利息 30  38

 受取配当金 138  121

 受取賃貸料 132  127

 技術指導料 17  75

 物品売却益 76  55

 受取補償金 －  241

 その他 83  59

 営業外収益合計 474  716

営業外費用  

 支払利息 1,280  1,213

 支払補償費 305  274

 その他 276  240

 営業外費用合計 1,861  1,728

経常利益又は経常損失（△） 10,327  △1,551

特別利益  

 投資有価証券売却益 4  －

 補助金収入 565  87

 退職給付制度終了益 －  242

 その他 95  18

 特別利益合計 664  348

特別損失  

 固定資産除却損 580  451

 投資有価証券評価損 847  602

 減損損失 667  2,168

 環境対策費 53  －

 投資損失引当金繰入額 －  574

 関係会社株式評価損 －  119

 その他 21  5

 特別損失合計 2,167  3,918

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8,825  △5,121

法人税、住民税及び事業税 3,131  25

法人税等調整額 575  6,269

法人税等合計 3,706  6,293

当期純利益又は当期純損失（△） 5,119  △11,415

 

以 上 
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平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月8日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 古河スカイ株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5741 URL http://www.furukawa-sky.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 吉原正照

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 要 隆明 TEL 03-5295-3800(代)

定時株主総会開催予定日 平成21年6月24日 配当支払開始予定日 平成21年6月25日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月24日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31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 ％

21年3月期 228,637 △9.6 830 △94.0 △584 ― △11,500 ―

20年3月期 253,046 5.6 13,734 △16.6 11,858 △21.3 6,399 △26.4

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 ％ ％ ％

21年3月期 △50.64 ― △17.7 △0.3 0.4
20年3月期 28.18 ― 8.8 4.9 5.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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

21年3月期 193,644 56,690 28.4 242.34
20年3月期 234,399 77,753 32.0 330.01

（参考） 自己資本   21年3月期  55,036百万円 20年3月期  74,945百万円

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

21年3月期 14,293 △12,391 △2,831 3,465
20年3月期 21,832 △15,702 △7,531 4,466

2.  配当の状況 

配当予定額は未定であります。 

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 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 1,817 28.4 2.5
21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00 1,363 ― 2.1

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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 80,000 △40.0 △5,800 ― △6,400 ― △6,400 ― △28.18

通期 175,000 △23.5 1,600 92.8 200 ― 0 ― ―



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、29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 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 227,100,000株 20年3月期 227,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,994株 20年3月期  1,178株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31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 ％

21年3月期 200,967 △11.1 △539 ― △1,551 ― △11,415 ―

20年3月期 226,171 5.7 11,714 △19.2 10,327 △22.2 5,119 △28.8

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

21年3月期 △50.26 ―

20年3月期 22.54 ―

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 176,544 53,300 30.2 234.70
20年3月期 213,157 72,569 34.0 319.55

（参考） 自己資本 21年3月期  53,300百万円 20年3月期  72,569百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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）

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、当社が発表日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、実際の業績等は経済情勢の変動等に伴うリスクや様々な不確定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仮定等について
は、3ページの「１.経営成績、（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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 70,000 △41.2 △5,400 ― △5,900 ― △5,900 ― △25.98

通期 153,000 △23.9 1,500 ― 300 ― 200 ― 0.88




