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平成 21 年６月５日 

各  位 

 

日本ケミカルリサーチ株式会社 

取締役会長兼社長 芦田 信 

兵庫県芦屋市春日町3番19号               

ＴＥＬ  0 7 9 7 - 3 2 - 8 5 9 1           

（大証２部  コード番号 4552） 

 

（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５月 15 日に発表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載内容につきまして、

一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

【１ページ】連結キャッシュ･フローの状況 

＜訂正前＞ 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期 1,817 121 △1,276 5,620

20年３月期 1,923 △571 △512 4,984

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

 

 

＜訂正後＞ 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期 1,825 121 △1,276 5,620

20年３月期 1,923 △571 △512 4,984

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

 

 

【５ページ】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＞ 

（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、18 億 17 百万円（前連結会計年度比１億５百万円減）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額５億 62 百万円、減価償却費の計上額６億 94 百万円、仕

入債務の増加額３億 70 百万円によるものであります。 

 

＜訂正後＞ 

（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、18 億 25 百万円（前連結会計年度比 97 百万円減）となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純利益の計上額５億 62 百万円、減価償却費の計上額６億 94 百万円、仕入

債務の増加額３億 70 百万円によるものであります。 

 



2 

【６ページ】財政状態に関する分析 (参考) キャッシュ･フロー関連指標の推移 

＜訂正前＞ 

(参考) キャッシュ･フロー関連指標の推移 

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 65.3％ 74.4％ 70.7％ 69.5％ 68.2％ 

 時価ベースの自己資本比率 65.2％ 72.5％ 57.5％ 58.7％ 33.3％ 

 キャッシュ・フロー対有利子
 負債比率

8.2年 5.7年 4.6年 2.6年 2.4年 

 インタレスト・カバレッジ・
 レシオ

12.2倍 14.3倍 18.9倍 29.4倍 29.0倍 
 

 

＜訂正後＞ 

(参考) キャッシュ･フロー関連指標の推移 

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 65.3％ 74.4％ 70.7％ 69.5％ 68.2％ 

 時価ベースの自己資本比率 65.2％ 72.5％ 57.5％ 58.7％ 33.3％ 

 キャッシュ・フロー対有利子
 負債比率

8.2年 5.7年 4.6年 2.6年 2.4年 

 インタレスト・カバレッジ・
 レシオ

12.2倍 14.3倍 18.9倍 29.4倍 29.1倍 
 

 

 

【17,18 ページ】連結キャッシュ・フロー計算書 

＜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)

　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　≪省略≫

　　為替差損益（△は益） 8,909 △9,726 

　　　≪省略≫

　　その他 179,973 266,758 

　　小計 1,943,873 1,827,903 

　　利息及び配当金の受取額 69,219 76,567 

　　利息の支払額 △65,411 △62,724 

　　役員退職慰労金の支払額 △12,080 △12,080 

　　法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △12,087 △12,096 

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,923,514 1,817,570 

　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　≪省略≫

　財務活動によるキャッシュ･フロー

　　　≪省略≫

　現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,340 △27,427 

　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 823,484 635,735 

　現金及び現金同等物の期首残高 4,161,303 4,984,788 

　現金及び現金同等物の期末残高 4,984,788 5,620,523  
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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)

　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　≪省略≫

　　為替差損益（△は益） 8,909 △1,710 

　　　≪省略≫

　　その他 179,973 266,758 

　　小計 1,943,873 1,835,919 

　　利息及び配当金の受取額 69,219 76,567 

　　利息の支払額 △65,411 △62,724 

　　役員退職慰労金の支払額 △12,080 △12,080 

　　法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △12,087 △12,096 

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,923,514 1,825,586 

　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　≪省略≫

　財務活動によるキャッシュ･フロー

　　　≪省略≫

　現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,340 △35,443 

　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 823,484 635,735 

　現金及び現金同等物の期首残高 4,161,303 4,984,788 

　現金及び現金同等物の期末残高 4,984,788 5,620,523  
 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

日本ケミカルリサーチ株式会社 広報担当 三浦 

TEL ０７９７－３２－８５９１   FAX ０７９７－２３－５２６２ 

 


