
 

 
                                       

 
平成２１年６月２６日 

各 位 

                  会  社  名 テ ク ニ カ ル 電 子 株 式 会 社 

                  代表者の役職名  代表取締役会長  本 房 周 作 

                            （JASDAQ・コード番号：６７１６） 

                  問  合  せ  先   経理部長  八 子 将 

                  Ｔ  Ｅ  Ｌ ０３－３７６２－５１５２ 

 

（訂正・数値デ－タ訂正有り）｢平成２1年３月期 決算短信｣ の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成２１年５月２０日に発表いたしました｢平成２１年３月期 決算短信｣において記載事項の一部に訂正がありま

したので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

１ペ－ジ 

 （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３月期 

２０年３月期 

百万円 

          248 

          251 

百万円

        △307

        △423

百万円 

        △810 

        △96 

百万円

       792

        1,768

 

（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３月期 

２０年３月期 

百万円 

          248 

          251 

百万円

        △276

        △423

百万円 

        △840 

        △96 

百万円

        792

        1,768
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 （２）財政状態に関する分析 

 

（訂正前） 

 

 ②キャッシュ･フローの状況 

 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、営業活動で2億4,865万円増

加し、投資活動で3億754万円、財務活動により8億1,000万円、それぞれ減少した結果、前連結会計年度末に比べ、9億

7,575万円減少し、7億9,291万円となりました。 

（イ） 営業活動によるキャッシュ･フロー 

営業活動の結果、増加した資金は、2億4,865万円となりました。 

これは、増加要因として仕入債務の減少が、2億4,852万円あったものの、減価償却費2億5,750万円、売上債権の減

少1億6,675万円等によるものであります。 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ･フロー 

 投資活動の結果、支出した資金は、3億754万円となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出1億9,798万円と、定期預金の純増加額1億1,221万円によるものであり

ます。 

（ハ） 財務活動によるキャッシュ･フロー 

 財務活動の結果、減少した資金は、8億1,000万円となりました。 

これは、主に長期借入金の純減少額3億1,712万円と、社債の償還3億6,000万円によるものであります。 

 

（訂正後） 

 

 ②キャッシュ･フローの状況 

 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、営業活動で2億4,865万円増

加し、投資活動で2億7,659万円、財務活動により8億4,094万円、それぞれ減少した結果、前連結会計年度末に比べ、9億

7,575万円減少し、7億9,291万円となりました。 

（イ） 業活動によるキャッシュ･フロー 

営業活動の結果、増加した資金は、2億4,865万円となりました。 

これは、増加要因として仕入債務の減少が、2億4,852万円あったものの、減価償却費2億5,750万円、売上債権の減

少1億6,675万円等によるものであります。 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ･フロー 

 投資活動の結果、支出した資金は、2億7,659万円となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出1億6,703万円と、定期預金の純増加額1億1,221万円によるものであり

ます。 

（ハ） 財務活動によるキャッシュ･フロー 

 財務活動の結果、減少した資金は、8億4,094万円となりました。 

これは、主に長期借入金の純減少額3億1,712万円と、社債の償還3億6,000万円によるものであります。 
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(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 △238,808 15,818

減価償却費 269,297 257,505

減損損失 3,569 14,989

のれん償却額 28,718 28,718

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,904 △4,053

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,570 △5,460

製品保証引当金の増減額（△は減少） 1,830 490

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,478 △4,701

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 323,695 16,171

未払人件費の増減額（△は減少） △32,326 △38,121

受取利息及び受取配当金 △6,574 △10,351

支払利息 134,571 134,120

固定資産除売却損益（△は益） 20,631 22,534

売上債権の増減額（△は増加） 230,430 166,757

たな卸資産の増減額（△は増加） 196,049 124,727

未収消費税等の増減額（△は増加） 5,872 5,430

仕入債務の増減額（△は減少） △320,182 △248,526

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,410 △7,193

その他 △125,774 △61,088

小計 505,457 407,768

利息及び配当金の受取額 6,936 10,367

利息の支払額 △141,854 △131,712

法人税等の支払額 △122,100 △49,755

法人税等の還付額 3,263 11,987

営業活動によるキャッシュ・フロー 251,702 248,654

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 168,040 1,130,753

定期預金の預入による支出 △490,143 △1,242,963

有形固定資産の売却による収入 177,479 －

有形固定資産の取得による支出 △407,691 △197,983

無形固定資産の取得による支出 △4,710 △5,458

投資有価証券の取得による支出 △3,854 △3,824

短期貸付金の回収による収入 311,428 580

短期貸付金の増減額（△は増加） △311,812 △120

保険積立金の解約による収入 167,928 －

保険積立金の積立による支出 － △36

その他 △30,627 11,507

投資活動によるキャッシュ・フロー △423,962 △307,544

15ペ－ジ
（訂正前）
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(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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 275,976 △132,823

長期借入れによる収入 1,000,000 750,000

長期借入金の返済による支出 △1,064,017 △1,067,126

社債の償還による支出 △300,000 △360,000

自己株式の取得による支出 △106 △52

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,895 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △96,042 △810,001

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,389 △106,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,912 △975,753

現金及び現金同等物の期首残高 1,999,583 1,768,670

現金及び現金同等物の期末残高 1,768,670 792,917

16ペ－ジ
（訂正前）
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(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 △238,808 15,818

減価償却費 269,297 257,505

減損損失 3,569 14,989

のれん償却額 28,718 28,718

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,904 △4,053

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,570 △5,460

製品保証引当金の増減額（△は減少） 1,830 490

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,478 △4,701

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 323,695 16,171

未払人件費の増減額（△は減少） △32,326 △38,121

受取利息及び受取配当金 △6,574 △10,351

支払利息 134,571 134,120

固定資産除売却損益（△は益） 20,631 22,534

売上債権の増減額（△は増加） 230,430 166,757

たな卸資産の増減額（△は増加） 196,049 124,727

未収消費税等の増減額（△は増加） 5,872 5,430

仕入債務の増減額（△は減少） △320,182 △248,526

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,410 △7,193

その他 △125,774 △61,088

小計 505,457 407,768

利息及び配当金の受取額 6,936 10,367

利息の支払額 △141,854 △131,712

法人税等の支払額 △122,100 △49,755

法人税等の還付額 3,263 11,987

営業活動によるキャッシュ・フロー 251,702 248,654

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 168,040 1,130,753

定期預金の預入による支出 △490,143 △1,242,963

有形固定資産の売却による収入 177,479 －

有形固定資産の取得による支出 △407,691 △167,037

無形固定資産の取得による支出 △4,710 △5,458

投資有価証券の取得による支出 △3,854 △3,824

短期貸付金の回収による収入 311,428 580

短期貸付金の増減額（△は増加） △311,812 △120

保険積立金の解約による収入 167,928 －

保険積立金の積立による支出 － △36

その他 △30,627 11,507

投資活動によるキャッシュ・フロー △423,962 △276,599

15ペ－ジ
（訂正後）
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yako
下線

yako
下線



(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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 275,976 △132,823

長期借入れによる収入 1,000,000 750,000

長期借入金の返済による支出 △1,064,017 △1,067,126

社債の償還による支出 △300,000 △360,000

自己株式の取得による支出 △106 △52

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,895 △30,945

財務活動によるキャッシュ・フロー △96,042 △840,947

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,389 △106,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,912 △975,753

現金及び現金同等物の期首残高 1,999,583 1,768,670

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,768,670 ※1  792,917

16ペ－ジ
（訂正後）
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yako
下線

yako
下線


