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（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６月５日に発表いたしました「平成 21 年３月期決算短信」の内容につき、一部訂正いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

 【訂正箇所１】 

１ページ 

１．21年３月期の連結業績（平成20年４月～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 △814  △843  1,368  762  

20年３月期 481  △609  343  1,087  

 

＜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 △786  △873  1,365  762  

20年３月期 481  △609  343  1,087  

 

 

【訂正箇所２】 

６ページ 

②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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、814百万円の支出となりました。これは主として、税金等調整前当期

純損失781百万円の計上、JET MASTER LIMITED (泰山)の株式取得（子会社化）を泰山の保有資産価値を下回

る価額で買収したことにより負ののれん償却額123百万円の計上、また関係会社であるエグゼモード株式会社

の14%相当の保有株式を84百万円で売却したことによるものです。  
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（投資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・フローは、843百万円の支出となりました。これは主として、投資有価証券の取

得による支出328百万円（SPRING株式会社268百万円、ジャパンベストレスキュー株式会社47百万円、日本エ

ムエムアイテクノロジー株式会社12百万円）と連結範囲変更を伴う子会社株式の取得支出327百万円（泰山292

百万円、ECO SMILE PLUS株式会社35百万円）によるものです。  

（財務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・フローは、1,368百万円の収入超過となりました。これは主として長期借入金に

よる収入831百万円と短期借入金の純増667百万円によるものです。 

 

＜訂正後＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、786百万円の支出となりました。これは主として、税金等調整前当期

純損失781百万円の計上、JET MASTER LIMITED (泰山)の株式取得（子会社化）を泰山の保有資産価値を下回

る価額で買収したことにより負ののれん償却額123百万円の計上、また関係会社であるエグゼモード株式会社

の14%相当の保有株式を84百万円で売却したことによるものです。  

（投資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・フローは、873百万円の支出となりました。これは主として、投資有価証券の取

得による支出328百万円（SPRING株式会社268百万円、ジャパンベストレスキュー株式会社47百万円、日本エ

ムエムアイテクノロジー株式会社12百万円）と連結範囲変更を伴う子会社株式の取得支出327百万円（泰山292

百万円、ECO SMILE PLUS株式会社35百万円）によるものです。  

（財務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・フローは、1,365百万円の収入超過となりました。これは主として長期借入金に

よる収入 831 百万円と短期借入金の純増 667 百万円によるものです。 

 

【訂正箇所３】 

９ページ 

⑬ 継続企業に関する重要事象等 

＜訂正前＞ 

 当社グループの平成21年３月期の売上高は8,951百万円と前連結会計年度比3,307百万円の大幅な減少と

なり、営業損失は 641 百万円、経常損失は 591 百万円、当期純損失は 842 百万円と上場以来初めてとなる赤

字計上を余儀なくされました。また前述の営業損失により、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローは814

百万円のマイナスとなっております。 

 

＜訂正後＞ 

 当社グループの平成21年３月期の売上高は8,951百万円と前連結会計年度比3,307百万円の大幅な減少と

なり、営業損失は 641 百万円、経常損失は 591 百万円、当期純損失は 842 百万円と上場以来初めてとなる赤

字計上を余儀なくされました。また前述の営業損失により、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローは786

百万円のマイナスとなっております。 
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【訂正箇所４】 

20～21ページ 

＜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)  

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又は税金等調整前当期

純損失（△）  
72,984 △781,860 

 減価償却費  39,179 86,546 

 のれん償却額  1,341 14,237 

 負ののれん償却額  － △123,664 

 株式報酬費用  1,932 2,260 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  6,694 30,001 

 賞与引当金の増減額（△は減少）  1,790 5,787 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  200 △500 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  10,889 △12,639 

 受取利息及び受取配当金  △8,633 △3,829 

 為替差損益（△は益）  5,560 30,053 

 投資有価証券売却損益（△は益）  △4,855 －

 関係会社株式売却損益（△は益）  － △84,000 

 支払利息  26,533 47,629 

 社債発行費償却  2,469 636 

 持分法による投資損益（△は益）  － 6,836 

 有形固定資産売却損益（△は益）  － 2,977 

 有形固定資産除却損  － 1,793 

 投資有価証券評価損益（△は益）  － 244,379 

売上債権の増減額（△は増加）  873,156 270,637 

たな卸資産の増減額（△は増加）  △239,622 △76,307 

その他の流動資産の増減額（△は増加）  32,292 146,019 

 仕入債務の増減額（△は減少）  △347,041 △163,365 

 その他の流動負債の増減額（△は減少）  61,218 △275,226

 その他  － △34,515 

 小計  536,089 △666,110

 利息及び配当金の受取額  7,735 3,609 

 利息の支払額  △25,635 △45,954 

 法人税等の支払額  △36,497 △106,418 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  481,691 △814,874

    

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出   △80,087 △115,400 

 定期預金の払戻による収入  80,004 15,615 

 有形固定資産の取得による支出  △94,268 △68,241

 有形固定資産の売却による収入  3,198 3,581 

 リース用資産の取得による支出  － 5,985 

 無形固定資産の取得による支出  △53,822 △36,718 

 無形固定資産の売却による収入  228 －

 投資有価証券の取得による支出  △555,191 △328,113 

 投資有価証券の売却による収入  115,861 －
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出  
－ △453,530 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る収入  
－ 50,590 

 関係会社株式の売却による収入  － 84,000 

貸付けによる支出  － △560

 貸付金の回収による収入  851 1,273 

 その他  △25,870 △1,994 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △609,093 △843,513

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）  84,533 667,927 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △3,141 

 長期借入れによる収入  358,151 831,860 

 長期借入金の返済による支出  △78,751 △108,939 

 社債の償還による支出  △20,000 △120,000 

 株式の発行による収入  － 109,002 

 配当金の支払額  － △7,820 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  343,933 1,368,889 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △50,809 △35,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  165,722 △324,881

現金及び現金同等物の期首残高  921,941 1,087,663 

現金及び現金同等物の期末残高  1,087,663 762,781 

 

 

 

＜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)  

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又は税金等調整前当期

純損失（△）  
72,984 △781,860 

 減価償却費  39,179 86,546 

 のれん償却額  1,341 14,237 

 負ののれん償却額  － △123,664 

 株式報酬費用  1,932 2,260 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  6,694 30,001 

 賞与引当金の増減額（△は減少）  1,790 6,947 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  200 △500 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  10,889 △12,639 

 受取利息及び受取配当金  △8,633 △3,829 

 為替差損益（△は益）  5,560 28,097

 投資有価証券売却損益（△は益）  △4,855 －

 関係会社株式売却損益（△は益）  － △84,000 

支払利息  26,533 47,629 

 社債発行費償却  2,469 636 

 持分法による投資損益（△は益）  － 6,836 

 有形固定資産売却損益（△は益）  － 2,977 

 有形固定資産除却損  － 1,793 

 投資有価証券評価損益（△は益）  － 244,379 
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 売上債権の増減額（△は増加）  873,156 270,637 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △239,622 △76,307 

 その他の流動資産の増減額（△は増加）  32,292 176,019 

 仕入債務の増減額（△は減少）  △347,041 △163,365 

 その他の流動負債の増減額（△は減少）  61,218 △276,386

 その他  － △34,515 

 小計  536,089 △638,067

 利息及び配当金の受取額  7,735 3,609 

 利息の支払額  △25,635 △45,954 

 法人税等の支払額  △36,497 △106,418 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  481,691 △786,830

    

投資活動によるキャッシュ・フロー    

 定期預金の預入による支出  △80,087 △115,400 

 定期預金の払戻による収入  80,004 15,615 

 有形固定資産の取得による支出  △94,268 △62,256

 有形固定資産の売却による収入  3,198 3,581 

 無形固定資産の取得による支出  △53,822 △36,718 

 無形固定資産の売却による収入  228 －

 投資有価証券の取得による支出  △555,191 △328,113 

 投資有価証券の売却による収入  115,861 －

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出  
－ △453,530 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る収入  
－ 50,590 

 関係会社株式の売却による収入  － 84,000 

 貸付けによる支出  － △30,560

 貸付金の回収による収入  851 1,273 

 その他  △25,870 △1,994 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △609,093 △873,513

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）  84,533 667,927 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △3,141 

長期借入れによる収入  358,151 831,860 

 長期借入金の返済による支出  △78,751 △108,939 

 社債の償還による支出  △20,000 △120,000 

 株式の発行による収入  － 105,672 

 配当金の支払額  － △7,820 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  343,933 1,365,559 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △50,809 △30,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  165,722 △324,882

現金及び現金同等物の期首残高  921,941 1,087,663 

現金及び現金同等物の期末残高  ※ 1,087,663 762,781 
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【訂正箇所５】 

30ページ 

（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 

＜訂正前＞ 

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) 

  

 

電子部品 

事業 

(千円) 

デジタル

商品事業

(千円) 

環境関連

事業 

(千円) 

その他事業

(千円) 
計(千円)

消去又は 

全社 

(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高 

  及び営業損益 

（省略） 

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出 

資産 4,168,992 1,298,173 277,345 2,100 5,746,611 996,711 6,743,322

減価償却費 33,767 4,774 1,552 － 40,094 5,400 45,495

資本的支出 496,536 6,934 15,809 － 519,280 49,632 568,913

(注) （省略） 
 

 

 

＜訂正後＞ 

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) 

  

 

電子部品 

事業 

(千円) 

デジタル

商品事業

(千円) 

環境関連

事業 

(千円) 

その他事業

(千円) 
計(千円)

消去又は 

全社 

(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高 

  及び営業損益 

（省略） 

Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出 

資産 4,168,992 1,298,173 277,345 2,100 5,746,611 996,711 6,743,322

減価償却費 74,818 4,774 1,552 － 81,145 5,400 86,546

資本的支出 496,536 6,934 15,809 － 519,280 49,632 568,913

(注) （省略） 
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【訂正箇所６】 

32ページ 

３ 海外売上高 

＜訂正前＞ 

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) 

 

 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,992,124 5,992,124

Ⅱ 連結売上高(千円) － 8,951,308

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
66.9 66.9

(注) （省略） 

 

 

＜訂正後＞ 

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) 

 

 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,555,497 5,555,497

Ⅱ 連結売上高(千円) － 8,951,308

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
62.1 62.1

(注) （省略） 

 

 

以上 


	(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

