
 

各位 

平成 21 年５月 20 日 

会社名   株式会社 テークスグループ     

代表者名  代表取締役社長 山本 勝三     

（コード番号：7719  東証第二部）  

問合せ先  常務取締役兼執行役員管理本部長   

  平岡 昭一     

TEL 042-780-1650     

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成 21 年２月期決算短信の訂正に関するお知らせ 

 

 

 

 平成 21 年４月 14 日付で発表いたしました「平成 21 年２月期 決算短信」の記載について、一部誤りがありました

ので、下記のとおり訂正いたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

〈１ページ〉 

１．21 年２月期の連結業績（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

21年 2月期      502      △425      △180      1,003 

20年 2月期     △286      △628       137      1,154 

   

  【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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

21年 2月期      341      △264      △180      1,003 

20年 2月期     △286      △628       137      1,154 

 

〈４ページ〉 

１． 経営成績 

（2）財務状態に関する分析  ②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） 

 当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は 502,643 千円（前年同期は 286,724

千円の減少）となりました。これは主に税金調整前当期純利益 297,081 千円の計上及びたな卸資産の増加 142,501 千

円、減価償却費の増加 327,558 千円等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） 

 当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は 425,330 千円（前年同期は 628,347

千円の減少）となりました。これは主に子会社取得資金や貸付金が減少したこと及び有形固定資産の取得 311,286 千

円による支出等によるものであります。 

 

 



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度末における財務活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は 180,558 千円（前年同期は 137,262

千円の増加）となりました。これは主に新株発行による収入 201,780 千円、借入金の増加額 230,000 千円等があった

一方で借入金の返済 531,329 千円や社債の償還 80,000 千円による支出等があったことによるものであります。 

 平成 17 年 

2 月期 

平成 18 年 

2 月期 

平成 19 年 

2 月期 

平成 20 年 

2 月期 

平成 21 年 

2 月期 

自己資本比率（％） 40.7 40.3 49.8 42.0 51.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
131.9 177.2 84.0 94.5 21.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
－ － － － 2.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ － － － 16.1

 以下省略 

 

  【訂正後】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は 341,895 千円（前年同期は 286,724

千円の減少）となりました。これは主に税金調整前当期純利益 297,081 千円の計上及びたな卸資産の増加 142,501 千

円、減価償却費の増加 327,558 千円等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） 

 当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は 264,582 千円（前年同期は 628,347

千円の減少）となりました。これは主に子会社取得資金や貸付金が減少したこと及び有形固定資産の取得 150,538 千

円による支出等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度末における財務活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は 180,558 千円（前年同期は 137,262

千円の増加）となりました。これは主に新株発行による収入 201,780 千円、借入金の増加額 230,000 千円等があった

一方で借入金の返済 531,329 千円や社債の償還 80,000 千円による支出等があったことによるものであります。 

 平成 17 年 

2 月期 

平成 18 年 

2 月期 

平成 19 年 

2 月期 

平成 20 年 

2 月期 

平成 21 年 

2 月期 

自己資本比率（％） 40.7 40.3 49.8 42.0 51.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
131.9 177.2 84.0 94.5 21.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
－ － － － 2.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ － － － 11.0

以下 省略 

 

 

 

 

 



〈１５ページ〉 

（4）キャッシュ・フロー計算書 

 

  【訂正前】 

  前連結会計年度 

（自 平成 19 年 3 月 1日 

  至 平成 20年 2月 29日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 3 月 1日 

  至 平成 21年 2月 28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又は税金等調整

前当期純損失（△） 

 
△2,195,002  297,081  

   減価償却費  340,081  327,558  

   賞与引当金の増減額（減少：△）  △13,239  △10,560  

   のれんの償却額  31,235  56,414  

   退職給付引当金の増減額（減少：△）  4,387  7,513  

   貸倒引当金の増減額（減少：△）  312,024  △219,502  

   受取利息及び受取配当金  △4,145  △3,504  

   支払利息  29,914  31,144  

   為替差損益  △106  166  

   売上債権の増減額（増加：△）  930,638  △77,585  

   固定資産売却益（増加：△）  －  △10,753  

   固定資産受贈益（増加：△）  －  △75,789  

   たな卸資産の増加額（増加：△）  172,325  △142,501  

   仕入債務の増減額（減少：△）  △276,180  23,767  

   長期滞留債権の増減額（増加：△）  △371,787  182,142  

   社債買入額  70,000  －  

   有形固定資産除却損  10,673  214,986  

   土地売却損  －  13,678  

   減損損失  560,793  －  

   事業再構築引当金評価損  86,374  5,836  

   未払消費税等の増減額（減少：△）  △11,667  35,558  

   その他の増減額（減少：△）  119.294  △78,786  

     小計  △204,383  576,865  

   利息及び配当金の受取額  4,145  3,504  

   利息の支払額  △28,982  △31,115  

   法人税等の還付  －  28,080  

   法人税等の支払額  △57,504  △74,690  

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △286,724  502,643  



 

  前連結会計年度 

（自 平成 19 年 3 月 1日 

  至 平成 20年 2月 29日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 3 月 1日 

  至 平成 21年 2月 28日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   定期預金預入による支出  △6,000  △16,000  

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による純増減額 

※２ 
15,136  △93,791  

   連結子会社取得による支出  △20,789  －  

   有形固定資産の取得による支出  △613,133  △311,286  

   無形固定資産の取得による支出  △3,560  △4,252  

   その他  －  －  

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △628,347  △425,330  

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  390,000  50,000  

   短期借入金の返済による支出  △545,447  △334,531  

   長期借入による収入  50,000  180,000  

   長期借入金の返済による支出  △185,600  △196,798  

   新株発行による収入  978,184  201,780  

   新株の取得による支出  －  △803  

   社債償還による支出  △550,000  △80,000  

   自己株式売却による収入  105  －  

   自己株式取得による支出  △86  △279  

   その他  107  75  

  財務活動によるキャッシュ・フロー  137,262  △180,558  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  106  △47,895  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △777,702  △151,141  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,932,084  1,154,381  

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,154,381  1,003,239  

 



 

 

  【訂正後】 

  前連結会計年度 

（自 平成 19 年 3 月 1日 

  至 平成 20年 2月 29日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 3 月 1日 

  至 平成 21年 2月 28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又は税金等調整

前当期純損失（△） 

 
△2,195,002  297,081  

   減価償却費  340,081  327,558  

   賞与引当金の増減額（減少：△）  △13,239  △10,560  

   のれんの償却額  31,235  56,414  

   退職給付引当金の増減額（減少：△）  4,387  7,513  

   貸倒引当金の増減額（減少：△）  312,024  △219,502  

   受取利息及び受取配当金  △4,145  △3,504  

   支払利息  29,914  31,144  

   為替差損益  △106  166  

   売上債権の増減額（増加：△）  930,638  △77,585  

   固定資産売却益（増加：△）  －  △10,753  

   固定資産受贈益（増加：△）  －  △75,789  

   たな卸資産の増加額（増加：△）  172,325  △142,501  

   仕入債務の増減額（減少：△）  △276,180  23,767  

   長期滞留債権の増減額（増加：△）  △371,787  182,142  

   社債買入額  70,000  －  

   有形固定資産除却損  10,673  383  

   土地売却損  －  13,678  

   減損損失  560,793  －  

   事業再構築引当金評価損  86,374  5,836  

   未払消費税等の増減額（減少：△）  △11,667  35,558  

   その他の増減額（減少：△）  119.294  △24,931  

     小計  △204,383  416,117  

   利息及び配当金の受取額  4,145  3,504  

   利息の支払額  △28,982  △31,115  

   法人税等の還付  －  28,080  

   法人税等の支払額  △57,504  △74,690  

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △286,724  341,895  



 

  前連結会計年度 

（自 平成 19 年 3 月 1日 

  至 平成 20年 2月 29日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年 3 月 1日 

  至 平成 21年 2月 28日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   定期預金預入による支出  △6,000  △16,000  

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による純増減額 

※２ 
15,136  △93,791  

   連結子会社取得による支出  △20,789  －  

   有形固定資産の取得による支出  △613,133  △150,538  

   無形固定資産の取得による支出  △3,560  △4,252  

   その他  －  －  

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △628,347  △264,582  

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  390,000  50,000  

   短期借入金の返済による支出  △545,447  △334,531  

   長期借入による収入  50,000  180,000  

   長期借入金の返済による支出  △185,600  △196,798  

   新株発行による収入  978,184  201,780  

   新株の取得による支出  －  △803  

   社債償還による支出  △550,000  △80,000  

   自己株式売却による収入  105  －  

   自己株式取得による支出  △86  △279  

   その他  107  75  

  財務活動によるキャッシュ・フロー  137,262  △180,558  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  106  △47,895  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △777,702  △151,141  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,932,084  1,154,381  

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,154,381  1,003,239  

 

 


