
 
平成 21 年６月 24 日 

各   位 
 

会 社 名 吉本興業株式会社 
代 表 者 名 代表取締役社長  大﨑 洋 

（コード番号 9665  東証・大証第 1 部） 
問 合 せ 先 取締役   藤原 茂樹 

（TEL. 06-6643-1122） 
 

（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 
 
 当社は、平成 21 年５月 15 日 13 時 00 分に発表した「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、下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信

します。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 
記 

訂正の内容 
Ⅰ サマリー情報  

１．21 年 3 月期の連結業績 
  （３）連結キャッシュ・フローの状況（１ページ） 

（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 △5,931 △2,826 △2,868 12,135

20 年 3 月期 5,039 10,836 △4,082 23,761

 
（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 △6,101 △2,636 △2,888 12,135

20 年 3 月期 5,039 10,836 △4,082 23,761

 
 
Ⅱ １．経営成績  

（２）財政状態に関する分析  
②当期のキャッシュ・フローの状況（4 ページ） 

（訂正前） 
営業活動によるキャッシュ・フロー     △5,931 百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー    △2,826 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー     △2,868 百万円

現金及び現金同等物の期末残高         12,135 百万円

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、前連結会計年度の未払法人税等および当連結会計年度の法
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人税等の中間納付に係る法人税等の支払いにより 5,931 百万円の減少となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、コンテンツ制作に伴う無形固定資産の取得による支出及び関係

会社株式の取得による支出により、2,826 百万円の減少となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に自己株式の取得による支出及び配当金の支払いにより2,868百万

円の減少となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ 11,626 百万円減少し、12,135

百万円となりました。 

 
（訂正後） 

営業活動によるキャッシュ・フロー     △6,101 百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー    △2,636 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー     △2,888 百万円

現金及び現金同等物の期末残高         12,135 百万円

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、前連結会計年度の未払法人税等および当連結会計年度の法

人税等の中間納付に係る法人税等の支払いにより 6,101 百万円の減少となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、コンテンツ制作に伴う無形固定資産の取得による支出及び関係

会社株式の取得による支出により、2,636 百万円の減少となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に自己株式の取得による支出及び配当金の支払いにより2,888百万

円の減少となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ 11,626 百万円減少し、12,135

百万円となりました。 

 
 
Ⅲ ４．連結財務諸表 
 （４）連結キャッシュ・フロー計算書（13 ページ） 
  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） 

 （千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △861,366 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △30,603 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 80,307 

 小計 4,793,155 

 法人税等の支払額 △10,839,126 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △5,931,961 

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 △183,233 

 無形固定資産の取得による支出 △1,720,102 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,826,259 

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） ― 

 リース債務の返済による支出 △5,435 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,868,020 
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（訂正後） 

 訂正後（千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △376,358 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △223,600 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 80,773 

 小計 5,085,632 

 法人税等の支払額 △11,300,651 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △6,101,010 

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 △157,533 

 無形固定資産の取得による支出 △1,556,480 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,636,937 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 7,650,000 

 短期借入金の返済による支出 △7,650,000 

 リース債務の返済による支出 △25,709 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,888,294 

 
 
Ⅳ ４．連結財務諸表 

注記事項  
（税効果会計関係）  
当連結会計年度（平成 21 年３月 31 日）（27 ページ） 
（訂正前） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 
法定実効税率 (調整) 40.6％

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.9 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.9 

住民税均等割 0.6

のれん及び負ののれん償却額 4.0

持分法による税効果 6.9

子会社との税率差異 3.3

評価性引当金計上額 14.1

その他 6.1

税効果会計適用後の法人税法等の負担率 79.6 

 
（訂正後） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 (調整) 40.6％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.9 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.9 

住民税均等割 0.6 

のれん及び負ののれん償却額 4.1 
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持分法による投資損失 7.5 

子会社との税率差異 3.3 

評価性引当金計上額 14.2 

その他 6.2 

税効果会計適用後の法人税法等の負担率 80.5

 
 

（セグメント情報） 
a. 事業の種類別セグメント情報 

当連結事業年度（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで） （29 ページ） 
Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 
（資産） 

 
制作 

（千円） 
不動産
（千円） 

事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社（千円） 

連結
（千円） 

（訂正前） 20,811,779 14,584,651 1,972,143 37,368,574 24,369,342 61,737,916

（訂正後） 27,979,821 21,455,040 1,903,344 51,338,206 10,399,710 61,737,916

（資本的支出） 

 
制作 

（千円） 
不動産
（千円） 

事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社（千円） 

連結
（千円） 

（訂正前） 2,086,116 192,537 55,913 2,334,567 115,790 2,450,358

（訂正後） 2,109,598 192,537 55,913 2,358,050 115,790 2,473,840

 
以 上 
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平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 吉本興業株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 9665 URL http://www.yoshimoto.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大﨑 洋
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 藤原 茂樹 TEL 06-6643-1122
定時株主総会開催予定日 平成21年6月25日 配当支払開始予定日 平成21年6月26日
有価証券報告書提出予定日 平成21年6月25日

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） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 48,871 △2.5 4,357 △26.4 4,022 △29.8 612 △80.1
20年3月期 50,108 7.6 5,919 △8.6 5,730 △13.7 3,076 △7.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 16.43 ― 1.3 6.5 8.9
20年3月期 85.46 ― 7.0 8.2 11.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △514百万円 20年3月期  △154百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 61,737 45,090 72.7 1,226.29
20年3月期 70,974 48,545 67.6 1,257.44

（参考） 自己資本   21年3月期  44,853百万円 20年3月期  47,995百万円

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 △6,101 △2,636 △2,888 12,135
20年3月期 5,039 10,836 △4,082 23,761

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00 814 25.7 1.8
21年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00 833 133.9 1.8
22年3月期 

（予想） ― 11.00 ― 11.00 22.00 42.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

22,000 △1.0 1,260 △20.4 1,160 △23.9 340 △9.8 9.12

通期 47,700 △2.4 4,700 7.8 4,500 11.9 1,950 218.6 52.32
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 39,006,803株 20年3月期 39,006,803株
② 期末自己株式数 21年3月期  2,430,537株 20年3月期  838,046株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 5,819 △68.7 4,080 147.9 4,032 121.7 2,801 293.1
20年3月期 18,602 △45.6 1,646 △63.5 1,818 △60.6 712 △74.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 73.46 ―
20年3月期 19.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 56,014 42,213 75.4 1,126.12
20年3月期 48,253 43,013 89.1 1,102.92

（参考） 自己資本 21年3月期  42,213百万円 20年3月期  43,013百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る可能性があります。なお、業績予想の背景、前提条件等につきましては、「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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