
 

平成 21 年 6 月 15 日 

各  位 

会 社 名 林兼産業株式会社 

代表者名 取締役社長 橋本 鉄志 

(コード番号 2286 東証・大証第１部 福証) 

問合せ先 管理本部総務部長 宮﨑 一郎 

(ＴＥＬ. 083 - 266 - 0210 ) 
 
 
 

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

当社は、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」につきまして平

成 21 年６月１日に一部訂正を行いましたが、このたび追加訂正の必要が生じましたので、下記の

とおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 
 

記 

 

１．訂正の理由 

 当社は、「平成 21 年３月期決算短信」について平成 21 年６月１日に一部訂正を行いましたが、

有価証券報告書の作成過程において再度精査の結果、連結キャッシュ・フロー計算書において関係

会社株式の取得による支出ならびに連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入等につ

いて科目の錯誤等の表示ミスがあることが判明いたしました。 

 
２．「平成 21 年３月期決算短信」の訂正内容 

【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 

（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 284 721 △1,076 2,017
20 年 3 月期 346 △926 △188 2,074

 

（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 284 734 △1,076 2,017
20 年 3 月期 346 △926 △188 2,074
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【５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） 

  （省略） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度末における投資活動による資金の増加は７億 21 百万円となりました。これ

は主に有形固定資産の売却による収入 10 億 54 百万円などによるものです。 

（訂正後） 

  （省略） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   当連結会計年度末における投資活動による資金の増加は７億 34 百万円となりました。これ

は主に有形固定資産の売却による収入 10 億 54 百万円などによるものです。 

 

 

【15 ページ】 

４．【連結財務諸表】 

（訂正前） 

(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)

（省略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

（省略） 

関係会社株式の取得による支出 － △32,700 

自己株式の処分による収入 － 59,256

その他 △90,096 99,339

投資活動によるキャッシュ・フロー        △926,480 721,681 

  

（訂正後） 

(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)

（省略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

（省略） 

関係会社株式の取得による支出 － △30,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる収入 

－ 10,050 

子会社の所有する親会社株式の売却による収入 －  59,256

その他 △90,096 99,339

投資活動によるキャッシュ・フロー       △926,480 734,432 
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【16 ページ】 

４．【連結財務諸表】 

 

（訂正前） 

(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) 

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の増減額（△は減少）      △768,536       △69,879 

現金及び現金同等物の期首残高 2,871,929 2,074,772 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

   

－        12,750 

金及び現金同等物の期末残高     2,074,772 2,017,643 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △28,620 - 

現

 

 

（訂正後） 

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20 年３月 31 日)

(自 平成 20 年４月１日 
至 平成 21 年３月 31 日)

 (単位：千円) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

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の増減額（△は減少）            △768,536  △57,129 

現金及び現金同等物の期首残高 2 2,871,929 ,074,772

（削除） （削除） （削除）

金及び現金同等物の期末残高     2,074,772 2,017,643

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △28,620 -

現

 

 

以上 

 
 


