
 
平成 21 年 6 月 1 日 

各  位 
会 社 名 林兼産業株式会社 

代表者名 取締役社長 橋本 鉄志 

(コード番号 2286 東証・大証第１部 福証) 

問合せ先 管理本部総務部長 宮﨑 一郎 

(ＴＥＬ. 083 - 266 - 0210 ) 
 
 
 

（訂正）「平成 21 年３月期決算短信」の一部訂正について 
 
 
当社は、平成 21 年５月 15 日に発表いたしました「平成 21 年３月期決算短信」におきまして、

一部記載に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。 
 

記 

 

「平成 21 年３月期決算短信」の訂正内容 

 
【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） 
  （省略） 
（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資金の増加は２億 84 百万円となりました。これ

は主にたな卸資産の増加５億 44 百万円や仕入債務の減少５億 14 百万円があったものの、減価

償却費の計上６億 93百万円や売上債権の減少７億 56百万円があったことなどによるものです。 
 

（訂正後） 
  （省略） 
（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資金の増加は２億 84 百万円となりました。これ

は主にたな卸資産の増加４億 33 百万円や仕入債務の減少５億 14 百万円があったものの、減価

償却費の計上６億 93百万円や売上債権の減少７億 56百万円があったことなどによるものです。 
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【15、16ページ】 

4.【連結財務諸表】 

（訂正前） 

(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利益 230,487 22,560

減価償却費 709,805 693,094

持分法による投資損益（△は益） 10,098 △6,488

たな卸資産評価損 35,084 110,992

固定資産売却損益（△は益） △526 △203,400

固定資産廃棄損 8,371 69,796

減損損失 10,447 8,115

投資有価証券売却損益（△は益） △64,858 △257 

投資有価証券評価損益（△は益） 34,486 95,860

関係会社株式売却損益（△は益） △62,137 －

関係会社株式評価損 44,125 63,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） 109,583 △10,298

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,827 △37,295

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △39,074 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41,704 63,316

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 248,730 △90,670

受取利息及び受取配当金 △69,264 △62,377

支払利息 441,954 438,881

売上債権の増減額（△は増加） 671,467 756,486

たな卸資産の増減額（△は増加） △240,209 △544,503

仕入債務の増減額（△は減少） △1,107,324 △514,053

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,886 △44,782

その他 △239,059 △99,591

小計 791,835 708,457

利息及び配当金の受取額 69,264 62,377

利息の支払額 △440,235 △441,609

法人税等の支払額 △74,076 △44,375

営業活動によるキャッシュ・フロー 346,787 284,850

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 △485,909 △373,423

定期預金の払戻による収入 682,168 224,718

有形固定資産の取得による支出 △1,130,972 △267,039

有形固定資産の売却による収入 1,104 1,054,236

無形固定資産の取得による支出 △10,379 △7,524

投資有価証券の取得による支出 △200,668 △105,774

投資有価証券の売却による収入 308,273 70,593

関係会社株式の取得による支出 － △32,700

自己株式の処分による収入 － 59,256

その他 △90,096 99,339

投資活動によるキャッシュ・フロー △926,480 721,681
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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)

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） 12,500 △397,500

長期借入れによる収入 2,308,184 1,847,086

長期借入金の返済による支出 △2,499,128 △2,500,451

リース債務の返済による支出 － △18,297

少数株主への配当金の支払額 △10,400 △7,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △188,844 △1,076,412

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） △768,536 △69,879

現金及び現金同等物の期首残高 2,871,929 2,074,772

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 12,750

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △28,620 －

現金及び現金同等物の期末残高 2,074,772 2,017,643
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（訂正後） 

(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利益 230,487 22,560 

減価償却費 709,805 693,094 

持分法による投資損益（△は益） 10,098 △6,488 

たな卸資産評価損 35,084 －

固定資産売却損益（△は益） △526 △203,400 

固定資産廃棄損 8,371 69,796 

減損損失 10,447 8,115 

投資有価証券売却損益（△は益） △64,858 △257 

投資有価証券評価損益（△は益） 34,486 95,860 

関係会社株式売却損益（△は益） △62,137 － 

関係会社株式評価損 44,125 63,073 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 109,583 △10,298 

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,827 △37,295 

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △39,074 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41,704 63,316 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 248,730 △90,670 

受取利息及び受取配当金 △69,264 △62,377 

支払利息 441,954 438,881 

売上債権の増減額（△は増加） 671,467 756,486 

たな卸資産の増減額（△は増加） △240,209 △433,510

仕入債務の増減額（△は減少） △1,107,324 △514,053 

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,886 △44,782 

その他 △239,059 △99,828

小計 791,835 708,220

利息及び配当金の受取額 69,264 62,377 

利息の支払額 △440,235 △441,609 

法人税等の支払額 △74,076 △44,375 

営業活動によるキャッシュ・フロー 346,787 284,612

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 △485,909 △373,423 

定期預金の払戻による収入 682,168 224,718 

有形固定資産の取得による支出 △1,130,972 △267,039 

有形固定資産の売却による収入 1,104 1,054,236 

無形固定資産の取得による支出 △10,379 △7,524 

投資有価証券の取得による支出 △200,668 △105,774 

投資有価証券の売却による収入 308,273 70,593 

関係会社株式の取得による支出 － △32,700 

自己株式の処分による収入 － 59,256 

その他 △90,096 99,339 

投資活動によるキャッシュ・フロー △926,480 721,681 
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以上

(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) 

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） 12,500 △397,500 

長期借入れによる収入 2,308,184 1,847,086 

長期借入金の返済による支出 △2,499,128 △2,500,451 

リース債務の返済による支出 － △18,297 

少数株主への配当金の支払額 △10,400 △7,250 

財務活動によるキャッシュ・フロー △188,844 △1,076,412 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △768,536 △69,879 

現金及び現金同等物の期首残高 2,871,929 2,074,772 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 12,750 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △28,620 － 

現金及び現金同等物の期末残高 2,074,772 2,017,643 
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