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（コード番号　9060　　JASDAQ）

川 口　　要

（TEL．　03-3433-6711　）

　 

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

（3）連結キャッシュ・フローの状況

(財)財務会計基準機構会員

【訂正前】

(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６月８日

日 本 ロ ジ テ ム 株 式 会 社

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。

会社名

百万円 百万円

財務活動による 現金及び現金同等物投資活動による

現金及び現金同等物

代 表 取 締 役 社 長代表 者名 中 西　 弘 毅

問合 せ先 執行役員　経理部長

記

平成21年5月14日に発表しました「平成21年３月期　決算短信」の記載内容の一部に誤りがありましたので、下記

期末残高

【訂正後】

営業活動による

21年3月期

20年3月期

百万円

営業活動による

1,005

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー
百万円

△2,097

1,030

813

投資活動による 財務活動による

20年3月期 1,221 △2,097

2,104

1,940

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高

1,221

△1,778

21年3月期 1,005

百万円

キャッシュ・フロー

2,104

813

△1,725 1,030

百万円

1,940

百万円 百万円



6ページ　
【訂正前】

【訂正後】

18ページ　
【訂正前】

(単位：千円)

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)

△86,270 △9,888

△928,487 △1,357,811

32,266 20,148

△404,092 △75,603

△53,510 △47,393

10,600 －

－ ※2 △116,272

△106,380 △200

1,520 30,630

△521,419 △158,020

211,629 59,902

△92,972 △31,572

48,205 85,703

△171,454 △171,454

△37,426 △6,572

△2,097,792 △1,778,405

定期預金の増減額（△は増加）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

無形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

敷金及び保証金の回収による収入

貸付けによる支出

貸付金の回収による収入

敷金及び保証金の差入による支出

預り保証金の返還による支出

預り保証金の受入れによる収入

長期預り金の返還による支出

その他

投資活動によるキャッシュ・フロー

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

4. 連結財務諸表　（4）連結キャッシュ・フロー計算書

（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、17億78百万円（前年同期比３億19百万円減）となりました。
これは主に有形固定資産の取得により13億57百万円，敷金及び保証金の差入により１億58百万円及
び長期預り金の返還により１億71百万円の資金が減少したためであります。

②キャッシュ・フローの状況

（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、17億25百万円（前年同期比３億72百万円減）となりました。
これは主に有形固定資産の取得により13億57百万円，敷金及び保証金の差入により１億58百万円及
び長期預り金の返還により１億71百万円の資金が減少したためであります。



(単位：千円)

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)

83,574 △684,410

2,328,000 3,736,048

△2,333,893 △2,559,891

△2,218 △19,046

984,920 979,766

△100,000 △280,000

127 293

△457 △420

△109,238 △109,167

△37,156 △32,608

813,657 1,030,563

△18,025 △146,663

△80,413 111,117

2,020,956 ※1 1,940,542

－ ※2 53,059

※1 1,940,542 ※1 2,104,720

【訂正後】
(単位：千円)

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)

△86,270 △9,888

△928,487 △1,357,811

32,266 20,148

△404,092 △75,603

△53,510 △47,393

10,600 －

－ ※2 △63,213

△106,380 △200

1,520 30,630

△521,419 △158,020

211,629 59,902

△92,972 △31,572

48,205 85,703

△171,454 △171,454

△37,426 △6,572

△2,097,792 △1,725,345

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）

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

リース債務の返済による支出

社債の発行収入

社債の償還による支出

自己株式の売却による収入

自己株式の取得による支出

配当金の支払額

少数株主への配当金の支払額

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

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末残高

現金及び現金同等物の期首残高

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

定期預金の増減額（△は増加）

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

貸付けによる支出

貸付金の回収による収入

敷金及び保証金の差入による支出

敷金及び保証金の回収による収入

預り保証金の返還による支出

預り保証金の受入れによる収入

長期預り金の返還による支出

その他

投資活動によるキャッシュ・フロー



(単位：千円)

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)

83,574 △684,410

2,328,000 3,736,048

△2,333,893 △2,559,891

△2,218 △19,046

984,920 979,766

△100,000 △280,000

127 293

△457 △420

△109,238 △109,167

△37,156 △32,608

813,657 1,030,563

△18,025 △146,663

△80,413 164,177

2,020,956 ※1 1,940,542

※1 1,940,542 ※1 2,104,720

以上

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）

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

リース債務の返済による支出

社債の発行収入

社債の償還による支出

自己株式の売却による収入

自己株式の取得による支出

配当金の支払額

少数株主への配当金の支払額

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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