
　　各　  位

日 本 伸 銅 株 式 会 社

取締役社長 八 木 善 治

5753（東証・大証各第２部）

常務取締役
管理本部長

（℡　072-229-0346）

　　平成21年 5月13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　を付して表示しております。

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
キャッシュ・フロー

百万円

21年3月期 5,472

20年3月期 804

　<訂正後>

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円

21年3月期 5,501

20年3月期 804

△ 4,173

△ 1,516

2,599

1,348

2,599

△ 77

953

百万円

平成21年5月22日

（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

△ 1,516 1,348

百万円

△ 77

953

△ 4,144

百万円 百万円

現金及び現金同等物
期末残高

財務活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

会  社  名 

代 表 者 名

コード番号 

問 合 せ 先
満 田 久 晴

記

現金及び現金同等物
期末残高

財務活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 百万円
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  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同期に比べ 1,251,231
千円の増加となり 2,599,324千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は前年同期比 4,668,352千円増加の 5,472,936千円となりました。こ
れは主に、売上債権が 5,086,874千円、棚卸資産が 943,542千円減少したこと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） 
投資活動の結果使用した資金は前年同期比2,628,371千円減少の4,144,606千円となりました。これ
は主に、有価証券および投資有価証券の取得による支出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） 
財務活動の結果使用した資金は前年同期比 1,030,216千円減少の77,099千円となりました。これは
主に、短期借入金の純増減額と長期借入金の返済による支出、長期借入による収入によるものであり
ます。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
 （注）自己資本比率：自己資本／総資産 
   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
   インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
 ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
 ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
 ※ キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。 
 ※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。又、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して
おります。 

 ※ 平成17年３月期、平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ
レッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりませ
ん。 
  

訂正箇所：5ページ

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

  ②キャッシュ・フローの状況

＜訂正前＞

平成17年３月期 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（％） 35.0 37.7 18.8 20.9 20.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

41.4 57.5 28.5 24.0 11.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

― 7.2 ― 3.0 0.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― 7.6 ― 20.3 219.2
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  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同期に比べ 1,251,231
千円の増加となり 2,599,324千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は前年同期比4,697,234千円増加の 5,501,818千円となりました。こ
れは主に、売上債権が 5,086,874千円、棚卸資産が 943,542千円減少したこと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） 
投資活動の結果使用した資金は前年同期比2,657,253千円減少の 4,173,488千円となりました。こ
れは主に、有価証券および投資有価証券の取得による支出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） 
財務活動の結果使用した資金は前年同期比 1,030,216千円減少の77,099千円となりました。これは
主に、短期借入金の純増減額と長期借入金の返済による支出、長期借入による収入によるものであり
ます。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
 （注）自己資本比率：自己資本／総資産 
   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
   インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
 ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
 ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
 ※ キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。 
 ※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。又、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して
おります。 

 ※ 平成17年３月期、平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ
レッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりませ
ん。 

  

  

  

＜訂正後＞

平成17年３月期 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（％） 35.0 37.7 18.8 20.9 20.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

41.4 57.5 28.5 24.0 11.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

― 7.2 ― 3.0 0.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― 7.6 ― 20.3 220.4
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４. 連結財務諸表 

＜訂正前＞ 

訂正箇所：13、14ページ

④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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損失（△） △129,286 △2,465

減価償却費 266,576 265,109

のれん償却額 3,103 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,368 △319

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,823 △25,560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,590 △7,690

受取利息及び受取配当金 △34,993 △33,863

支払利息 38,363 25,869

売上割引 － 7,602

株式交付費 4,321 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,704

投資有価証券評価損益（△は益） 299,115 35,213

有形固定資産売却損益（△は益） 195 △1,584

固定資産除却損 1,999 3,147

ゴルフ会員権評価損 － 2,340

売上債権の増減額（△は増加） 1,929,458 5,086,874

たな卸資産の増減額（△は増加） 264,719 943,542

仕入債務の増減額（△は減少） △1,432,461 △797,956

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,459 △7,352

その他 △29,144 29,226

小計 1,186,827 5,514,429

利息及び配当金の受取額 35,671 27,555

利息の支払額 △39,677 △24,967

法人税等の支払額 △378,238 △44,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 804,583 5,472,936

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 △63,010 △58,000

定期預金の払戻による収入 63,010 58,000

有価証券の取得による支出 － △998,509

有価証券の償還による収入 1,000,000 －

有形固定資産の取得による支出 △2,212,772 △175,962

有形固定資産の売却による収入 114 3,000

無形固定資産の取得による支出 △397 －

投資有価証券の取得による支出 △269,689 △2,615,689

投資有価証券の売却による収入 － 228,580

保険積立金の積立による支出 △13,631 △3,642

保険積立金の解約による収入 8,079 4,150

収用に係る経費分による支出 △20,677 △23,848

収用に係る設備取得による支出 － △562,685
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(単位：千円)

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)

その他 △7,260 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,516,234 △4,144,606

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） 994,358 △1,101,800

長期借入れによる収入 450,000 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △992,385 △543,700

リース債務の返済による支出 － △8,075

株式の発行による収入 576,178 －

配当金の支払額 △62,220 △23,331

少数株主への配当金の支払額 △299 －

自己株式の取得による支出 △12,514 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー 953,117 △77,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 241,466 1,251,231

現金及び現金同等物の期首残高 1,106,626 1,348,092

現金及び現金同等物の期末残高 1,348,092 2,599,324
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＜訂正後＞ 

(単位：千円)

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損失（△） △129,286 △2,465

減価償却費 266,576 265,109

のれん償却額 3,103 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,368 △319

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,823 △25,560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,590 △7,690

受取利息及び受取配当金 △34,993 △33,863

支払利息 38,363 25,869

売上割引 － 7,602

株式交付費 4,321 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,704

投資有価証券評価損益（△は益） 299,115 35,213

有形固定資産売却損益（△は益） 195 △1,584

固定資産除却損 1,999 3,147

ゴルフ会員権評価損 － 2,340

売上債権の増減額（△は増加） 1,929,458 5,086,874

たな卸資産の増減額（△は増加） 264,719 943,542

仕入債務の増減額（△は減少） △1,432,461 △797,956

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,459 △7,352

その他 △ 29144 61,406

小計 1,186,827 5,546,609

利息及び配当金の受取額 35,671 24,257

利息の支払額 △39,677 △24,967

法人税等の支払額 △378,238 △44,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 804,583 5,501,818

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 △63,010 △58,000

定期預金の払戻による収入 63,010 58,000

有価証券の取得による支出 － △ 998,231

有価証券の償還による収入 1,000,000 －

有形固定資産の取得による支出 △2,212,772 △175,962

有形固定資産の売却による収入 114 3,000

無形固定資産の取得による支出 △397 －

投資有価証券の取得による支出 △ 269,689 △ 2,615,362

投資有価証券の売却による収入 － 199,092

保険積立金の積立による支出 △13,631 △3,642

保険積立金の解約による収入 8,079 4,150

収用に係る経費分による支出 △20,677 △23,848

収用に係る設備取得による支出 － △562,685
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(単位：千円)

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)

その他 △7,260 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,516,234 △ 4,173,488

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） 994,358 △1,101,800

長期借入れによる収入 450,000 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △992,385 △543,700

リース債務の返済による支出 － △8,075

株式の発行による収入 576,178 －

配当金の支払額 △62,220 △23,331

少数株主への配当金の支払額 △299 －

自己株式の取得による支出 △12,514 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー 953,117 △77,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 241,466 1,251,231

現金及び現金同等物の期首残高 1,106,626 1,348,092

現金及び現金同等物の期末残高 1,348,092 2,599,324
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