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鈴　木　　泰　夫

　なお、訂正箇所には下線　　　を付して表示しております。

(訂正・数値データ訂正あり)「平成２１年３月期　決算短信」の一部訂正について

　平成２１年４月２７日付で発表いたしました「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。

048-665-1257

1,138

２０年３月期 11 △ 163 △ 164 1,000

２１年３月期 720 △ 462 △ 119

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

営業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

1,138

1,000

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 53

△ 164

百万円

△ 462

△ 163

投資活動によるキャッシュ・フロー

(財)財務会計基準機構会員

２１年３月期

２０年３月期

営業活動によるキャッシュ・フロー

百万円

654

11

投資活動によるキャッシュ・フロー
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6ページ目

当期における主な増減要因は、以下のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　 17／3期 18／3期 19／3期 20／3期 21／3期
(当期)

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
（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
（注４）

当期における主な増減要因は、以下のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　 17／3期 18／3期 19／3期 20／3期 21／3期(当
期)

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
（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
（注４） 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。 

【訂正箇所】

(有利子負債／営業ＣＦ)；年 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ

(営業ＣＦ／利払い)；倍

(キャッシュ・フローの状況)

(キャッシュ・フローの状況)
当期末における現金及び現金同等物の残高は1,138百万円となり、前期末対比137百万円の増加となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは720百万円の収入となりましたが、主なプラス要因は、税金等調整前当期純利
益23百万円、減価償却費521百万円、売上債権の減少185百万円、仕入債務の増加47百万円、前渡金の減少
207百万(その他の流動資産の増減額に計上)等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加296百万円等で
あります。

投資活動によるキャッシュ・フローは462百万円の支出となりましたが、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得
による支出316百万円、投資有価証券の取得による支出59百万円、長期預り金の返還による支出67百万円等で
あります。

財務活動によるキャッシュ・フローは119百万円の支出となりましたが、主なマイナス要因は、ファイナンス・リース債
務の返済による支出65百万円、長短有利子負債の減少19百万円、配当金の支払34百万円等であります。

(自己資本／総資本)；％

 時価ベースの自己資本比率

(株式時価総額/総資産)；％
8.1

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

 連結 26.6 27.7 27.4

<訂正前>

当期末における現金及び現金同等物の残高は1,138百万円となり、前期末対比137百万円の増加となりました。

<訂正後>

 自己資本比率

　

(自己資本／総資本)；％

 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

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

7.5

営業活動によるキャッシュ・フローは654百万円の収入となりましたが、主なプラス要因は、税金等調整前当期純利
益23百万円、減価償却費456百万円、売上債権の減少185百万円、仕入債務の増加47百万円、前渡金の減少
207百万(その他の流動資産の増減額に計上)等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加296百万円等で
あります。

投資活動によるキャッシュ・フローは462百万円の支出となりましたが、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得
による支出344百万円、投資有価証券の取得による支出59百万円、長期預り金の返還による支出67百万円等で
あります。

財務活動によるキャッシュ・フローは53百万円の支出となりましたが、主なマイナス要因は、長短有利子負債の減
少19百万円、配当金の支払34百万円等であります。

(有利子負債／営業ＣＦ)；年 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ

(営業ＣＦ／利払い)；倍

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。 

 連結

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率

6.3 4.0 5.9

11.6

－

0.1

6.1

 連結 18.7 20.0 15.9

 連結 7.6 12.4 8.0

21.5 20.1

　

 自己資本比率

0.1 6.8

 連結 7.6

 連結 6.3 4.0 5.9

12.4 8.0

21.5 20.1

11.6 8.1

－ 6.8

 連結 18.7 20.0 15.9

 連結 26.6 27.7 27.4
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【訂正箇所】  １４ページ目～１５ページ目

<訂正前>

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △245,459 23,564

減価償却費 434,188 456,016

のれん償却額 58,262 58,262

有形固定資産除却損 76,335 3,384

有形固定資産売却損 54 －

有形固定資産売却益 △849 △1,002

投資有価証券売却損 24 －

投資有価証券売却益 △89,420 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,675

ゴルフ会員権評価損 － 3,650

関係会社整理損 51,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,951 △8,979

受取利息及び受取配当金 △35,674 △32,242

支払利息 94,126 96,048

売上債権の増減額（△は増加） 76,582 185,420

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,436 △296,502

仕入債務の増減額（△は減少） △76,573 47,586

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37,570 60,707

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △177,360 582

その他の流動資産の増減額（△は増加） △123,263 185,916

未払費用の増減額（△は減少） 4,094 －

未払金の増減額（△は減少） 290 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,273 －

未払事業所税の増減額（減少：△） 126 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 81,609 △64,243

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,575 △3,259

小計 83,159 724,583

利息及び配当金の受取額 35,674 32,242

利息の支払額 △95,709 △97,200

法人税等の支払額 △11,922 △5,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,202 654,271

有形固定資産の取得による支出 △222,830 △344,379

有形固定資産の売却による収入 3,973 1,222

投資有価証券の取得による支出 △6,916 △59,680

投資有価証券の売却による収入 112,220 －

貸付けによる支出 △2,270 △6,600

貸付金の回収による収入 1,677 3,757

長期預り金の返還による支出 △78,946 △67,668

長期預り金の受入による収入 － 7,640

その他の投資の回収による収入 30,870 3,818

その他の投資による支出 △1,075 △1,082

投資活動によるキャッシュ・フロー △163,297 △462,972

短期借入れによる収入 111,000 251,000

短期借入金の返済による支出 △117,000 △150,000

社債の償還による支出 △100,000 △60,000

長期借入れによる収入 1,000,000 920,000

長期借入金の返済による支出 △1,023,000 △980,000

自己株式の取得による支出 △447 △245

配当金の支払額 △34,754 △34,743

財務活動によるキャッシュ・フロー △164,201 △53,988

－ －

△316,296 137,311

1,317,206 1,000,910

1,000,910 1,138,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位：千円)

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の期末残高

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）

現金及び現金同等物の期首残高
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<訂正後>

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △245,459 23,564

減価償却費 434,188 521,892

のれん償却額 58,262 58,262

有形固定資産除却損 76,335 3,384

有形固定資産売却損 54 －

有形固定資産売却益 △849 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,002

投資有価証券売却損 24 －

投資有価証券売却益 △89,420 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,675

ゴルフ会員権評価損 － 3,650

関係会社整理損 51,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,951 △8,979

受取利息及び受取配当金 △35,674 △32,242

支払利息 94,126 96,048

売上債権の増減額（△は増加） 76,582 185,420

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,436 △296,502

仕入債務の増減額（△は減少） △76,573 47,586

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37,570 60,707

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △177,360 582

その他の流動資産の増減額（△は増加） △123,263 185,916

未払費用の増減額（△は減少） 4,094 －

未払金の増減額（△は減少） 290 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,273 －

未払事業所税の増減額（減少：△） 126 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 81,609 △64,243

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,575 △3,259

小計 83,159 790,459

利息及び配当金の受取額 35,674 32,242

利息の支払額 △95,709 △97,200

法人税等の支払額 △11,922 △5,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,202 720,147

有形固定資産の取得による支出 △222,830 △316,701

有形固定資産の売却による収入 3,973 1,222

無形固定資産の取得による支出 － △16,475

投資有価証券の取得による支出 △6,916 △59,680

投資有価証券の売却による収入 112,220 －

貸付けによる支出 △2,270 △6,600

貸付金の回収による収入 1,677 3,757

長期預り金の返還による支出 △78,946 △67,668

長期預り金の受入による収入 － 7,640

その他の収入 30,870 3,818

その他の支出 △1,075 △12,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △163,297 △462,972

短期借入れによる収入 111,000 251,000

短期借入金の返済による支出 △117,000 △150,000

社債の償還による支出 △100,000 △60,000

長期借入れによる収入 1,000,000 920,000

長期借入金の返済による支出 △1,023,000 △980,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △65,876

自己株式の取得による支出 △447 △245

配当金の支払額 △34,754 △34,743

財務活動によるキャッシュ・フロー △164,201 △119,864

－ －

△316,296 137,311

1,317,206 1,000,910

1,000,910 1,138,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

（単位：千円）

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

4



平成21年3月期 決算短信 
平成21年4月27日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本製罐株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5905 URL http://www.nihonseikan.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 伊藤 正美

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長兼経営企画部長 （氏名） 鈴木 泰夫 TEL 048-665-1257
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26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 9,229 10.2 △25 ― 27 ― 43 ―

20年3月期 8,375 2.3 △280 ― △215 ― △493 ―

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 3.74 ― 1.9 0.3 △0.3

20年3月期 △42.63 ― △16.8 △1.8 △3.4

（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 10,657 2,445 20.1 185.00
20年3月期 11,068 2,692 21.5 205.25

（参考） 自己資本   21年3月期  2,142百万円 20年3月期  2,377百万円

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 720 △462 △119 1,138
20年3月期 11 △163 △164 1,000

2.  配当の状況 

 

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00 34 ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 34 80.2 1.5

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 3.00 3.00 23.3

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

4,440 △11.4 17 △37.0 55 0.0 79 132.4 6.82

通期 8,845 △4.2 65 ― 130 381.5 149 246.5 12.87
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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、23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 11,600,000株 20年3月期 11,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  21,611株 20年3月期  18,937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 7,043 16.5 59 ― 113 ― 119 ―

20年3月期 6,044 4.2 △220 ― △157 ― △415 ―

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 10.31 ―

20年3月期 △35.91 ―

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 9,847 2,708 27.5 233.93
20年3月期 10,396 2,867 27.6 247.60

（参考） 自己資本 21年3月期  2,708百万円 20年3月期  2,867百万円

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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、
実際の業績等は様々な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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、3ページ「１．経営成績 (1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

3,330 △12.4 25 △16.7 65 16.1 85 51.8 7.34

通期 6,585 △6.5 60 1.7 130 15.0 149 25.2 12.87

6


	①②.pdf
	①正誤表.pdf
	②正誤表.pdf

	③サマリー情報uji



