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平成 21 年６月 15 日 

各  位 

会 社 名 双 信 電 機 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 南 東 秀 憲 

（コード番号 ６９３８ 東証第１部） 

問合せ先 取締役経営企画室長 上 岡 崇 

（ＴＥＬ ０３－５７３０－４５００） 

 

（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 12 日に公表いたしました｢平成 21 年３月期 決算短信｣について、一部訂正がありましたので、下

記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には  を付して表示しております。 

 

記 

 

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） 

【訂正前】 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  
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 597 △496 △247 313
20 年３月期 1,287 △1,216 △227 496

 

【訂正後】 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  
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 600 △499 △247 313
20 年３月期 1,287 △1,216 △227 496

 

【４ページ ～ ５ページ】 

(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】 

（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キャッシュ・フローは、５億 97 百万円（前連結会計年度比６億 89 百万円の減少）となり

ました。税金等調整前当期純損失は 16 億 78 百万円、減価償却費は８億３百万円となりました。その他の主な内容は

固定資産の減損損失９億 25 百万円、売上債権の減少 16 億 36 百万円、仕入債務の減少５億 76 百万円、前払年金費用

の増加３億 70 百万円、および法人税等の支払額２億８百万円であります。 



－2－ 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、４億 96 百万円（前連結会計年度比７億 20 百万円の減少）となりま

した。有形固定資産の取得７億 48 百万円、ＣＭＳによる余剰資金としての短期貸付金の減少２億 20 百万円、保険積

立金の取崩し１億 26 百万円が主なものであります。 

（省略） 

キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  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（％） 76.0 79.7 80.4 80.8

時価ベースの自己資本比率（％） 148.9 98.9 41.2 30.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.4 0.6 0.2 0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 432.5 184.0 350.6 195.8

（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キャッシュ・フローは、６億円（前連結会計年度比６億 86 百万円の減少）となりました。

税金等調整前当期純損失は 16 億 78 百万円、減価償却費は８億３百万円となりました。その他の主な内容は固定資産

の減損損失９億 25 百万円、売上債権の減少 16 億 36 百万円、仕入債務の減少５億 76 百万円、前払年金費用の増加３

億 70 百万円、および法人税等の支払額２億８百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、４億 99 百万円（前連結会計年度比７億 17 百万円の減少）となりま

した。有形固定資産の取得７億 52 百万円、ＣＭＳによる余剰資金としての短期貸付金の減少２億 20 百万円、保険積

立金の取崩し１億 26 百万円が主なものであります。 

（省略） 

キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  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（％） 76.0 79.7 80.4 80.8

時価ベースの自己資本比率（％） 148.9 98.9 41.2 30.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.4 0.6 0.2 0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 432.5 184.0 350.6 196.9

（省略） 
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【13 ページ】 

(2) 連結損益計算書 

【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）

（省略） 

営業外費用   

 支払利息 3,687 3,052

 為替差損 121,260 16,438

 持分法による投資損失 － 13,849

 その他 11,444 13,731

 営業外費用合計 136,392 47,070

経常利益又は経常損失（△） 1,341,813 △569,747

（省略） 

【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）

（省略） 

営業外費用   

 支払利息 3,687 3,052

 為替差損 121,260 16,438

 持分法による投資損失 － 13,849

 保険解約損 － 7,564

 その他 11,444 6,167

 営業外費用合計 136,392 47,070

経常利益又は経常損失（△） 1,341,813 △569,747

（省略） 
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【17 ページ ～ 18 ページ】 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

【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）

営業活動によるキャッシュ・フロー     

（省略） 

  固定資産売却損益（△は益） 2,036 △3,862

（省略） 

 有形固定資産売却損益（△は益） － 1,635

（省略） 

  その他 △165,483 △235,312

  小計 1,980,600 748,489

（省略） 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,287,472 597,713

     

投資活動によるキャッシュ・フロー   

（省略） 

  有形固定資産の取得による支出 △965,133 △748,879

（省略） 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,216,956 △496,387

（省略）  

 

【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）

営業活動によるキャッシュ・フロー     

（省略） 

  固定資産売却損益（△は益） 2,036 △2,227

（省略） 

  その他 △165,483 △232,025

  小計 1,980,600 751,775

（省略） 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,287,472 600,999

     

投資活動によるキャッシュ・フロー   

（省略） 

  有形固定資産の取得による支出 △965,133 △752,165

（省略） 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,216,956 △499,673

（省略）  
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【41 ページ】 

５． 個別財務諸表 

（１） 貸借対照表 

【訂正前】 

前事業年度 当事業年度 
       

(平成 20 年３月 31 日) (平成 21 年３月 31 日) 

資産の部     

  （省略）     

   投資その他の資産     

    投資有価証券 216,542 152,963

    関係会社株式 997,352 989,352

 （省略）   

 

【訂正後】 

前事業年度 当事業年度 
       

(平成 20 年３月 31 日) (平成 21 年３月 31 日) 

資産の部     

  （省略）     

   投資その他の資産     

    投資有価証券 216,542 130,474

    関係会社株式 997,352 1,011,840

 （省略）   

 

以 上 


