
 

平成 21 年６月 26 日 

 

各   位 

 

会 社 名 株式会社 ヤ ガ ミ  

代 表 者 代表取締役社長   八神 基

コード番号 ７４８８ 名証第２部 

問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 拮石 研自 

     (℡ 052-951-9252) 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年４月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 21 年５月 29 日に発表いたしました「平成 21 年４月期 決算短信」の記載内容において一部訂正

がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

 

記 

 

 

１ページ、１.21 年４月期の連結業績 (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 

 

21 年４月期 

20 年４月期 

百万円 

168 

381 

百万円 

△614 

△1,571 

百万円 

△63 

△209 

百万円 

587 

1,097 

 

（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 

 

21 年４月期 

20 年４月期 

百万円 

187 

381 

百万円 

△632 

△1,571 

百万円 

△63 

△209 

百万円 

587 

1,097 
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４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） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果獲得した資金は、１億 68 百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

５億 54 百万円による収入があった一方、法人税等の支払３億 49 百万円があったこと等によるものであ

ります。 

（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、６億 14 百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証

券の売却及び償還により７億 12 万円の収入があった一方、有価証券及び投資有価証券の取得により 12

億 94 百万円の支出があったこと等によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成 17 年４月期 平成 18 年４月期 平成 19 年４月期 平成 20 年４月期 平成 21 年４月期

自己資本比率      58.3      58.6      60.1      62.4      64.5

時価ベースの自己資本比率      48.4      45.0      43.0      38.8      43.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
1.0 0.6 0.6 0.6 1.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
     72.8 143.3 135.2 127.7      52.8

 

（訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果獲得した資金は、１億 87 百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

５億 54 百万円による収入があった一方、法人税等の支払３億 49 百万円があったこと等によるものであ

ります。 

（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、６億 32 百万円となりました。これは主に、有価証券及び投資有価証

券の売却及び償還により７億 12 百万円の収入があった一方、有価証券及び投資有価証券の取得により 12

億 94 百万円の支出があったこと等によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成 17 年４月期 平成 18 年４月期 平成 19 年４月期 平成 20 年４月期 平成 21 年４月期

自己資本比率      58.3      58.6      60.1      62.4      64.5

時価ベースの自己資本比率      48.4      45.0      43.0      38.8      43.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
1.0 0.6 0.6 0.6 1.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
     72.8 143.3 135.2 127.7      58.6
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13ページ、(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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21日 
至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月21日 
至 平成21年４月20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 822,823 554,849 

減価償却費 129,050 120,501 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △628 △1,669 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27,958 5,768 

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,410 △45,813 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △952 2,336 

受取利息及び受取配当金 △17,111 △26,194 

支払利息 7,047 6,739 

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,670 

投資有価証券売却損益（△は益） △200 △315 

有形固定資産除却損 721 1,945 

売上債権の増減額（△は増加） 31,280 △3,319 

たな卸資産の増減額（△は増加） △122,717 95,854 

仕入債務の増減額（△は減少） △146,177 △150,041 

その他 39,666 △68,534

小計 726,350 498,776

利息及び配当金の受取額 14,523 22,958 

利息の支払額 △2,986 △3,195 

法人税等の支払額 △356,439 △349,900 

営業活動によるキャッシュ・フロー 381,448 168,639

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 △3,561,000 △3,028,000 

定期預金の払戻による収入 2,061,000 3,028,000 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 － △1,294,591 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入 

1,800 712,463 

有形固定資産の取得による支出 △58,723 △21,753 

無形固定資産の取得による支出 △7,704 △20,464

長期貸付金の回収による収入 － 1,000 

長期貸付けによる支出 △5,000 － 

保険積立金の解約による収入 － 21,303 

保険積立金の積立による支出 △9,601 △8,841 

その他 7,716 △3,377 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,571,512 △614,259
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月21日 
至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月21日 
至 平成21年４月20日) 

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 － 50,000 

長期借入金の返済による支出 △49,163 △18,329 

社債の償還による支出 △20,000 △20,000 

自己株式の取得による支出 △37,547 － 

配当金の支払額 △101,595 △74,081 

少数株主への配当金の支払額 △1,400 △1,400 

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,706 △63,810 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,399,770 △509,431 

現金及び現金同等物の期首残高 2,496,982 1,097,211 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,097,211 ※ 587,779 
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（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21日 
至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月21日 
至 平成21年４月20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 822,823 554,849 

減価償却費 129,050 120,501 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △628 △1,669 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27,958 5,768 

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,410 △45,813 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △952 2,336 

受取利息及び受取配当金 △17,111 △26,194 

支払利息 7,047 6,739 

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,670 

投資有価証券売却損益（△は益） △200 △315 

有形固定資産除却損 721 1,945 

売上債権の増減額（△は増加） 31,280 △3,319 

たな卸資産の増減額（△は増加） △122,717 95,854 

仕入債務の増減額（△は減少） △146,177 △150,041 

その他 39,666 △49,798

小計 726,350 517,513

利息及び配当金の受取額 14,523 22,958 

利息の支払額 △2,986 △3,195 

法人税等の支払額 △356,439 △349,900 

営業活動によるキャッシュ・フロー 381,448 187,376

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 △3,561,000 △3,028,000 

定期預金の払戻による収入 2,061,000 3,028,000 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 － △1,294,591 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入 

1,800 712,463 

有形固定資産の取得による支出 △58,723 △21,753 

無形固定資産の取得による支出 △7,704 △39,200

長期貸付金の回収による収入 － 1,000 

長期貸付けによる支出 △5,000 － 

保険積立金の解約による収入 － 21,303 

保険積立金の積立による支出 △9,601 △8,841 

その他 7,716 △3,377 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,571,512 △632,996
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月21日 
至 平成20年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月21日 
至 平成21年４月20日) 

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 － 50,000 

長期借入金の返済による支出 △49,163 △18,329 

社債の償還による支出 △20,000 △20,000 

自己株式の取得による支出 △37,547 － 

配当金の支払額 △101,595 △74,081 

少数株主への配当金の支払額 △1,400 △1,400 

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,706 △63,810 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,399,770 △509,431 

現金及び現金同等物の期首残高 2,496,982 1,097,211 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,097,211 ※ 587,779 
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