
  
平成２１年６月９日 

各   位 

会 社 名 藤倉ゴム工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長  中  光好 

（コード番号5121 東証第1 部） 

問合せ先 取締役管理本部長 森田 健司 

（TEL 03－3490－2111） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成２１年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成２１年５月１４日に公表いたしました「平成２１年３月期 決算短信」の一部に訂正がありました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所は下線部分であります。 

 

記 

１ページ（サマリー情報） 
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 
 
（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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

21 年 3 月期 3,174 △1,117 △1,070 2,869
20 年 3 月期 3,124 △1,675 △1,565 2,002

 
（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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

21 年 3 月期 3,139 △1,077 △1,075 2,869
20 年 3 月期 3,124 △1,675 △1,565 2,002
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4 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） 
 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と記載）は、前連結会計年度末に比べ

８億６千７百万円増加し（前年同期比 43.3％増）、28 億６千９百万円となりました。 
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
 
（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、税金等調整前当期純利益が大幅に減少しましたが、売上債権の減

少による収入などにより、前連結会計年度末に比べ４千９百万円増加し（前年同期比 1.5％増）、  

31 億７千４百万円となりました。 
 
（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、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出が減少したこと

などにより、前連結会計年度末に比べ５億５千７百万円減少し（前年同期比 33.2％減）、11 億１千７

百万円となりました。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
財務活動の結果使用した資金は、自己株式の取得による支出及び長期借入金による収入がありまし

たが、短期借入金の純減額の減少や社債の償還が完了したことにより、前連結会計年度末に比べ  

４億９千４百万円減少し（前年同期比 31.5％減）、10 億７千万円となりました。 
 
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 17 年 3 月 平成 18 年 3 月 平成 19 年 3 月 平成 20 年 3 月 平成 21 年 3 月

自己資本比率（％） 63.6 64.9 62.0 67.2 66.0
時価ベースの自己資本比率

（％） 67.0 103.8 78.3 36.5 24.8
キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 10.0 1.5 2.6 0.9 1.1
インタレスト・ガバレッ

ジ・レシオ（倍） 16.9 140.9 48.2 62.6 66.9
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（訂正後） 
 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と記載）は、前連結会計年度末に比べ

８億６千７百万円増加し（前年同期比 43.3％増）、28 億６千９百万円となりました。 
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
 
（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、税金等調整前当期純利益が大幅に減少しましたが、売上債権の減

少による収入などにより、前連結会計年度末に比べ１千４百万円増加し（前年同期比 0.4％増）、  

31 億３千９百万円となりました。 
 
（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、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出が減少したこと

などにより、前連結会計年度末に比べ５億９千８百万円減少し（前年同期比 35.6％減）、10 億７千

７百万円となりました。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
財務活動の結果使用した資金は、自己株式の取得による支出及び長期借入金による収入がありまし

たが、短期借入金の純減額の減少や社債の償還が完了したことにより、前連結会計年度末に比べ  

４億８千９百万円減少し（前年同期比 31.2％減）、10 億７千５百万円となりました。 
 
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 17 年 3 月 平成 18 年 3 月 平成 19 年 3 月 平成 20 年 3 月 平成 21 年 3 月

自己資本比率（％） 63.6 64.9 62.0 67.2 66.0
時価ベースの自己資本比率

（％） 67.0 103.8 78.3 36.5 24.8
キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 10.0 1.5 2.6 0.9 1.1
インタレスト・ガバレッ

ジ・レシオ（倍） 16.9 140.9 48.2 62.6 66.1

 
 

3／７



（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 1,755,206 855,804

減価償却費 1,360,311 1,355,773

のれん償却額 292,143 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84,341 33,601

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,620 △68,085

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,177 119,601

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △182,882 △30,544

受取利息及び受取配当金 △87,585 △67,828

支払利息 49,943 47,481

為替差損益（△は益） 235,954 119,252

投資有価証券売却損益（△は益） △830 △3,201

投資有価証券評価損益（△は益） 550 30,010

関係会社出資金評価損 15,757 －

固定資産除却損 25,451 22,174

固定資産売却損益（△は益） △585 △353

売上債権の増減額（△は増加） 388,856 2,446,260

たな卸資産の増減額（△は増加） 62,535 △120,412

その他の流動資産の増減額（△は増加） 36,177 △16,559

仕入債務の増減額（△は減少） △311,397 △636,900

その他の流動負債の増減額（△は減少） △37,988 △60,985

その他 215,013 △74,741

小計 3,714,849 3,950,346

利息及び配当金の受取額 89,767 67,841

利息の支払額 △49,882 △47,471

法人税等の支払額 △629,822 △796,465

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,124,912 3,174,251

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 △1,350,366 △1,025,273

有形固定資産の売却による収入 2,574 1,630

無形固定資産の取得による支出 △95,490 △57,013

投資有価証券の取得による支出 △133,070 △36,943

投資有価証券の売却による収入 5,867 11,700

その他の投資による支出 △124,296 △34,115

その他の投資の回収による収入 58,967 69,604

貸付けによる支出 △67,521 △70,135

貸付金の回収による収入 27,882 22,701

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,675,454 △1,117,846

１５ページ及び１６ページ
（４）連結キャッシュ・フロー計算書（訂正前）
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4／７

saitouy
直線

saitouy
直線

saitouy
直線

saitouy
直線

saitouy
直線

saitouy
直線



（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） △1,056,481 △763,493

長期借入れによる収入 － 1,550,000

社債の償還による支出 △314,476 －

自己株式の取得による支出 △603 △1,555,331

自己株式の売却による収入 133,560 －

配当金の支払額 △327,057 △301,739

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,565,058 △1,070,564

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,072 △118,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △124,672 867,458

現金及び現金同等物の期首残高 2,127,011 2,002,338

現金及び現金同等物の期末残高 2,002,338 2,869,796

１５ページ及び１６ページ
（４）連結キャッシュ・フロー計算書（訂正前）

16

5／７

saitouy
直線



（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 1,755,206 855,804

減価償却費 1,360,311 1,355,773

のれん償却額 292,143 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84,341 33,601

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,620 △68,085

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,177 119,601

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △182,882 △30,544

受取利息及び受取配当金 △87,585 △67,828

支払利息 49,943 47,481

為替差損益（△は益） 235,954 119,252

投資有価証券売却損益（△は益） △830 △3,201

投資有価証券評価損益（△は益） 550 30,010

関係会社出資金評価損 15,757 －

固定資産除却損 25,451 22,174

固定資産売却損益（△は益） △585 △353

売上債権の増減額（△は増加） 388,856 2,446,260

たな卸資産の増減額（△は増加） 62,535 △120,412

その他の流動資産の増減額（△は増加） 36,177 △16,559

仕入債務の増減額（△は減少） △311,397 △636,900

その他の流動負債の増減額（△は減少） △37,988 △68,693

その他 215,013 △102,220

小計 3,714,849 3,915,160

利息及び配当金の受取額 89,767 67,841

利息の支払額 △49,882 △47,471

法人税等の支払額 △629,822 △796,465

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,124,912 3,139,065

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 △1,350,366 △984,830

有形固定資産の売却による収入 2,574 1,630

無形固定資産の取得による支出 △95,490 △57,013

投資有価証券の取得による支出 △133,070 △36,943

投資有価証券の売却による収入 5,867 11,700

その他の投資による支出 △124,296 △34,115

その他の投資の回収による収入 58,967 69,604

貸付けによる支出 △67,521 △70,135

貸付金の回収による収入 27,882 22,701

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,675,454 △1,077,402

１５ページ及び１６ページ
（４）連結キャッシュ・フロー計算書（訂正後）

15
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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） △1,056,481 △763,493

長期借入れによる収入 － 1,550,000

社債の償還による支出 △314,476 －

自己株式の取得による支出 △603 △1,555,331

自己株式の売却による収入 133,560 －

配当金の支払額 △327,057 △301,739

リース債務の返済による支出 － △5,257

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,565,058 △1,075,821

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,072 △118,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △124,672 867,458

現金及び現金同等物の期首残高 2,127,011 2,002,338

現金及び現金同等物の期末残高 2,002,338 2,869,796

１５ページ及び１６ページ
（４）連結キャッシュ・フロー計算書（訂正後）
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