
平成21年６月26日 

各      位 

会 社 名 北陸電気工業株式会社 

代表者名 取締役社長 津田信治 

（コード番号６９８９ 東証第１部） 

問合せ先 取締役財務部長 野村 哲 

（TEL．０７６－４６７－１１１１） 

 

 

（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 14時00分に発表いたしました表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

 

記 

 

 

１．平成21年３月期 決算短信（1頁） 

 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 359 △1,908 1,083 3,812
20年３月期 5,625 △1,842 △3,196 4,524

 
【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 359 △1,766 942 3,812
20年３月期 5,625 △1,842 △3,196 4,524
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２．平成21年３月期 決算短信（4頁） 
 １．経営成績 
 (2)財政状態に関する分析 

（キャッシュ・フローの状況） 
【訂正前】 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前純損失が1,254
百万円（前連結会計年度は573百万円の利益）となり、設備投資による支出が1,778百万円（前連結会計年度比＋88.9％）
あり、さらに自己株式の買付1,078百万円（同＋27.5％）をおこないましたが、社債及び借入金の純増2,426百万円
（前連結会計年度は2,072百万円の純減）があったため、期首に比べ712百万円減少し、3,812百万円（同△15.7％）
となりました。 
 営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度比5,266百万円減の359百万円（同△93.6％）となりました。こ
れは，税金等調整前純損失が1,254 百万円（前連結会計年度は573 百万円の利益）となり、売上債権の減少が3,877
百万円（同＋39.5％）ありましたが、仕入債務の減少が5,528百万円（同＋646.7％）あったことなどによります。 
 投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比し 65 百万円増加し、1,908 百万円（同＋3.5％）となりまし
た。これは主に、設備投資による支出が1,788百万円（同＋88.9％）となり前連結会計年度に比べ837百万円増加し
ましたが、定期預金の純減による収入459百万円（前連結会計年度は344百万円の純増）があったことによります。 
 財務活動の結果得られた資金は、1,083 百万円（前連結会計年度は使用した資金 3,196 百万円）となりました。こ
れは、配当金の支払が261百万円あったことと自己株式の買付1,078百万円（同＋27.5％）をおこないましたが、資
金の流動性を確保するため社債及び借入金を2,426百万円純増（前連結会計年度は2,072百万円の純減）させたこと
によります。 

 
【訂正後】 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純損失が
1,254 百万円（前連結会計年度は573 百万円の利益）となり、設備投資による支出が1,637 百万円（前連結会計年度
比＋73.9％）あり、さらに自己株式の買付1,078 百万円（同＋27.5％）をおこないましたが、社債及び借入金の純増
2,426百万円（前連結会計年度は2,072百万円の純減）があったため、期首に比べ712百万円減少し、3,812百万円（同
△15.7％）となりました。 
 営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度比5,266百万円減の359百万円（同△93.6％）となりました。こ
れは，税金等調整前当期純損失が1,254百万円（前連結会計年度は573百万円の利益）となり、売上債権の減少が3,877
百万円（同＋39.5％）ありましたが、仕入債務の減少が5,528百万円（同＋646.7％）あったことなどによります。 
 投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比し 76 百万円減少し、1,766 百万円（同△4.1％）となりまし
た。これは主に、設備投資による支出が1,637百万円（同＋73.9％）となり前連結会計年度に比べ695百万円増加し
ましたが、定期預金の純減による収入459百万円（前連結会計年度は344百万円の純増）があったことによります。 
 財務活動の結果得られた資金は、942 百万円（前連結会計年度は使用した資金 3,196 百万円）となりました。これ
は、配当金の支払が261百万円あったことと自己株式の買付1,078百万円（同＋27.5％）をおこないましたが、資金
の流動性を確保するため社債及び借入金を2,426百万円純増（前連結会計年度は2,072百万円の純減）させたことに
よります。 
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３．平成21年３月期 決算短信（7頁） 
 ４．連結財務諸表 
 (1)連結貸借対照表 
【訂正前】 

 前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

負債の部 
  流動負債 
   支払手形及び買掛金 11,017 5,418
   短期借入金 2,644 4,719
   １年内償還予定の社債 2,000 1,090
   未払法人税等 108 86
   繰延税金負債 － 1
   賞与引当金 470 243
   その他 1,633 1,181
   流動負債合計 17,874 12,740

  固定負債 
   社債 1,140 100
   長期借入金 3,699 6,000
   繰延税金負債 － 11
   再評価に係る繰延税金負債 454 454
   退職給付引当金 2,909 2,973
   その他 579 999
   固定負債合計 8,782 10,539

  負債合計 26,656 23,279

 
【訂正後】 

 前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

負債の部 
  流動負債 
   支払手形及び買掛金 11,017 5,418
   短期借入金 2,644 4,719
   １年内償還予定の社債 2,000 1,140
   未払法人税等 108 86
   繰延税金負債 － 1
   賞与引当金 470 243
   その他 1,633 1,190
   流動負債合計 17,874 12,799

  固定負債 
   社債 1,140 50
   長期借入金 3,699 6,000
   繰延税金負債 － 11
   再評価に係る繰延税金負債 454 454
   退職給付引当金 2,909 2,973
   その他 579 990
   固定負債合計 8,782 10,480

  負債合計 26,656 23,279
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４．平成21年３月期 決算短信（11頁） 
 ４．連結財務諸表 
 (4)連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 

 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 
=================================================（略）=================================================
  受取利息及び受取配当金 △118 △160
  支払利息 188 179
  為替差損益（△は益） 4 △116
=================================================（略）=================================================
投資活動によるキャッシュ・フロー 
  固定資産の取得による支出 △941 △1,778
=================================================（略）=================================================
  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,842 △1,908

財務活動によるキャッシュ・フロー 
=================================================（略）=================================================
  社債の償還による支出 △100 △2,000
  取締役会決議による自己株式の取得による支出 △828 －
=================================================（略）=================================================
  財務活動によるキャッシュ・フロー △3,196 1,083

【訂正後】 

 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 
=================================================（略）=================================================
  受取利息及び受取配当金 △118 △116
  支払利息 188 179
  為替差損益（△は益） 4 △160
=================================================（略）=================================================
投資活動によるキャッシュ・フロー 
  固定資産の取得による支出 △941 △1,637
=================================================（略）=================================================
  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,842 △1,766

財務活動によるキャッシュ・フロー 
=================================================（略）=================================================
  社債の償還による支出 △100 △2,000
  リース債務の返済による支出 － △141
  取締役会決議による自己株式の取得による支出 △828 －
=================================================（略）=================================================
  財務活動によるキャッシュ・フロー △3,196 942

５．平成21年３月期 決算短信（23頁） 
 ４．連結財務諸表 
 (8)連結財務諸表に関する注記事項 
 （有価証券関係） 
  当連結会計年度 
  ３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計算額（平成21年３月31日） 
   その他有価証券 
    非上場株式                91百万円 
【訂正前】 
   （注）その他有価証券について176百万円（時価のある株式）減損処理を行っております。 
【訂正後】 
   （注）その他有価証券について168百万円（時価のある株式及び投資信託）減損処理を行っております。 

以上 
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