
 
（財）財務会計基準機構会員 
 

平成２１年８月１０日 

各  位 

会社名    株式会社ＣＩＪ 

代表者名   代表取締役社長 堀 信一 

（コード番号：４８２６ 東証第一部） 

問い合わせ先 経営企画部長 坂元 昭彦 

（電話：０４５－３２４－０１１１） 

 
(訂正・数値データ訂正あり)「平成２１年６月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 
平成２１年８月１０日に開示いたしました「平成２１年６月期 決算短信」の記載内容につきまして、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。 

なお、訂正個所には＿を付して表示しております。 

 
 

記 

 

 

訂正個所：「平成２１年６月期 決算短信」１ページ 

 

【訂正前】 

1. 21 年 6 月期の連結業績（平成 20年 7 月 1日～平成 21 年 6月 30 日） 

(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 

 

21 年 6 月期 

百万円 

436 

百万円

643

百万円 

421 

百万円

4,658

20 年 6 月期 633 1,048 358 5,296

 

【訂正後】 

1. 21 年 6 月期の連結業績（平成 20年 7 月 1日～平成 21 年 6月 30 日） 

(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 

 

21 年 6 月期 

百万円 

436 

百万円

△643

百万円 

△421 

百万円

4,658

20 年 6 月期 633 △1,048 358 5,296

 

以 上 



平成21年6月期 決算短信 
平成21年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ＣＩＪ 上場取引所 東 

コード番号 4826 URL http://www.cij.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 堀 信一

問合せ先責任者 （役職名） 経営企画部長 （氏名） 坂元 昭彦 TEL 045-324-0111
定時株主総会開催予定日 平成21年9月17日 配当支払開始予定日 平成21年9月18日

有価証券報告書提出予定日 平成21年9月17日

1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30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6月期 19,362 △5.8 403 △68.1 448 △65.0 20 △96.9

20年6月期 20,563 15.4 1,263 17.7 1,279 14.8 661 15.5

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6月期 1.01 ― 0.2 3.4 2.1
20年6月期 31.54 31.47 7.8 9.6 6.1

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  △8百万円 20年6月期  3百万円

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6月期 12,832 8,491 62.8 400.21
20年6月期 13,852 8,983 61.9 415.74

（参考） 自己資本   21年6月期  8,053百万円 20年6月期  8,574百万円

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6月期 436 △643 △421 4,658
20年6月期 633 △1,048 358 5,296

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6月期 ― ― ― 14.00 14.00 288 44.4 3.3
21年6月期 ― ― ― 9.00 9.00 181 891.1 2.2

22年6月期 
（予想）

― ― ― 9.00 9.00 43.1

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

9,100 △10.1 190 △46.8 230 △29.8 60 ― 2.98

通期 19,510 0.8 950 135.4 1,010 125.4 420 ― 20.87



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） 

(注)詳細は、29ページ「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」をご覧ください。 

(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、46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6月期 22,555,080株 20年6月期 22,555,080株

② 期末自己株式数 21年6月期  2,431,724株 20年6月期  1,931,037株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30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6月期 6,783 △8.3 267 △57.3 305 △55.5 130 △68.3

20年6月期 7,397 2.7 627 △14.0 685 △11.3 412 △7.3

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6月期 6.43 ―

20年6月期 19.67 19.62

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6月期 8,907 7,665 86.1 380.91
20年6月期 9,424 8,041 85.3 389.92

（参考） 自己資本 21年6月期  7,665百万円 20年6月期  8,041百万円

2.  22年6月期の個別業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在して
おりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、５ページをご参照ください。 

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 
累計期間

3,430 △1.5 180 △15.0 190 △16.9 90 △15.7 4.47

通期 7,290 7.5 510 90.3 540 77.0 270 106.5 13.42




