
 
 

 

                              
 

 

 

平成２１年６月９日 

各      位 

会 社 名  株 式 会 社  大 木 

代表者名  代表取締役社長  松井 秀夫 

      （JASDAQ:コード８１２０） 

問合せ先 常務執行役員業務本部長 長  洋 

連絡先  業務本部経理部 

（TEL ０３－３９４７－２２３２） 

 
 

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

 
 

 平成21年５月18日付で開示しました「平成21年3月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがありまし

たので、その訂正を下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付し表示しておりま

す。 

 

記 

 

訂正箇所 

 

１．１ページ「１．平成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 

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 

 

21年３月期 

20年３月期 

百万円 

465 

△1,434 

百万円 

△166 

△126 

百万円 

△15 

△178 

百万円 

1,072 

750 

 

（訂正後） 

 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 

 

21年３月期 

20年３月期 

百万円 

365 

△1,434 

百万円 

△66 

△126 

百万円 

△15 

△178 

百万円 

1,072 

750 

 

 

 

 

（財）財務会計基準機構会員 
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２．３ページ(1)経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

 

（訂正前） 

（省略） 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

１ 医薬品等卸売業につきましては、売上高127,725百万円、営業利益は637百万円となりました。 

２ 医薬品等製造業につきましては、売上高1,056百万円、営業損失は110百万円となりました。 

３ 医薬品等小売業につきましては、売上高1,525百万円、営業損失は78百万円となりました。 

４ その他の事業につきましては、営業損失は6百万円となりました。 

（省略） 

 

（訂正後） 

（省略） 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

１ 医薬品等卸売業につきましては、売上高127,491百万円、営業利益は637百万円となりました。 

２ 医薬品等製造業につきましては、売上高618百万円、営業損失は110百万円となりました。 

３ 医薬品等小売業につきましては、売上高1,525百万円、営業損失は78百万円となりました。 

４ その他の事業につきましては、営業損失は6百万円となりました。 

（省略）
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３．４ページ(2)財政状態に関する分析 

 （資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 

（訂正前） 

（省略） 

（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、465百万円（前年同期比1,900百万円増）となりました。これは主

として、仕入債務の増加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、166百万円（前年同期比36百万円減）となりました。これは主と

して、固定資産、投資有価証券の取得によるものであります。 

（省略） 

 

 

（訂正後） 

（省略） 

（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、365百万円（前年同期比1,800百万円増）となりました。これは主

として、たな卸資産の増加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、66百万円（前年同期比59百万円減）となりました。これは主とし

て、固定資産及び投資有価証券の取得によるものであります。 

（省略） 

 

 

４．４ページ(2)財政状態に関する分析 

 （キャッシュ･フロー関連指標の推移） 

 

（訂正前） 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率 12.3％ 10.7％ 

時価ベースの自己資本比率 11.9％ 11.3％ 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率 ― 12.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― 4.2 

（後略） 

 

（訂正後） 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率 12.3％ 10.7％ 

時価ベースの自己資本比率 11.9％ 11.3％ 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率 ― 15.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― 3.3 

（後略） 
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６．19ページ（セグメント情報） 

 【事業の種類別セグメント情報】 

 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) 

 ＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

 
医薬品等 

卸売業 

医薬品等 

製造業 

医薬品等 

小売業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び 

  営業損益 

   売上高 

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
127,491,292 618,961 1,525,373 ― 129,635,627 ― 129,635,627

 (2) セグメント間の 

   内部売上高叉は 

   振替高 

234,470 437,769 ― ― 672,240 △672,240 ―

計 127,725,763 1,056,731 1,525,373 ― 130,307,868 △672,240 129,635,627

   営業費用 127,087,763 1,167,192 1,603,822 6,801 129,865,580 △593,183 129,272,396

   営業利益又は 

   営業損失(△) 
637,999 △110,461 △78,448 △6,801 442,288 △79,056 363,231

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出 
  

   資産 43,221,093 1,822,887 981,158 116,737 46,141,876 845,910 46,987,787

   減価償却費 210,812 108,719 52,371 ― 371,903 ― 371,903

   資本的支出  219,154 85,122 254,301 ― 558,578 △72,047 486,530

（省略） 

 

 ＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

 
医薬品等 

卸売業 

医薬品等 

製造業 

医薬品等 

小売業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び 

  営業損益 

   売上高 

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
127,491,292 618,961 1,525,373 ― 129,635,627 ― 129,635,627

 (2) セグメント間の 

   内部売上高叉は 

   振替高 

234,470 437,769 ― ― 672,240 △672,240 ―

計 127,725,763 1,056,731 1,525,373 ― 130,307,868 △672,240 129,635,627

   営業費用 127,087,763 1,167,192 1,603,822 6,801 129,865,580 △593,183 129,272,396

   営業利益又は 

   営業損失(△) 
637,999 △110,461 △78,448 △6,801 442,288 △79,056 363,231

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出 
  

   資産 43,221,093 1,822,887 981,158 116,737 46,141,876 845,910 46,987,787

   減価償却費 210,812 108,719 52,371 ― 371,903 ― 371,903

   資本的支出  119,326 85,122 254,301 ― 458,750 △72,047 386,702

（省略） 
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