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   平成 22 年 3 月 30 日 
各  位 
 

会 社 名  中 央 化 学 株 式 会 社 
代 表 者 名  代表取締役社長 

執行役員         宇川  進 
（JASDAQ・コード ７８９５） 

問 合 せ 先    取締役常務執行役員 

役職・氏名   管理本部長 森本 和宣

電      話 ０４８－５４０－２６２４ 
 
 
 
 

（訂正・数値データ訂正あり） 
『(訂正)「平成 21 年 12 月期 決算短信」の一部訂正について』の一部訂正について 

 
  

平成 22 年 2 月 12 日に公表いたしました「平成 21 年 12 月期 決算短信」及び『(訂正)「平
成 21 年 12 月期 決算短信」の一部訂正について』の内容に一部訂正がありましたので、下記
のとおりお知らせいたします。 
 
 
 

記 
 
１． 訂正理由 
 平成 22 年 2 月 12 日に公表いたしました「平成 21 年 12 月期 決算短信」及び『(訂正)「平
成 21 年 12 月期 決算短信」の一部訂正について』の記載内容につき、当該短信発表後、有価
証券報告書の作成過程において、数値の一部に誤りが判明したため、訂正いたします。 
 
 
２． 訂正箇所 

  
サマリー情報 
平成 21 年 12 月期の連結業績（平成 21 年 1 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日） 
（3）連結キャッシュ・フローの状況 
1.経営成績 
（2）財政状態に関する分析 
4.【連結財務諸表】  
（4）【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

 
   

 
 
※訂正箇所は下線を付して表示しております。 
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（1頁） 

【訂正前】 
１．21 年 12 月期の連結業績（平成 21 年１月１日～平成 21 年 12 月 31 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 
 百万円 百万円 百万円 百万円

21 年 12 月期 7,199 517 △2,569 7,422 

20 年 12 月期 △715 △69 △2,013 2,252 

 
 

【訂正後】 
１．21 年 12 月期の連結業績（平成 21 年１月１日～平成 21 年 12 月 31 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 
 百万円 百万円 百万円 百万円

21 年 12 月期 6,915 801 △2,569 7,422 

20 年 12 月期 △715 △69 △2,013 2,252 

 
 
 
 
 

1. 経営成績 

（４頁） 

【訂正前】  
(2) 財政状態に関する分析  

（前略） 

 （キャッシュ・フローの状況）  

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費 3,104 百万円、売上債権の減少 2,186

百万円等があり、7,199 百万円（前年同期比 7,914 百万円増）の収入となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社売却による収入 2,073 百万円があった一方、固定資産の取得

1,776 百万円等があり、517 百万円（前年同期比 587 百万円増）の収入となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少 2,529 百万円やリース債務の返済 1,274 百万円等

があり、2,569 百万円（前年同期比 555 百万円の増）の支出となりました。  

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、7,422 百万円となり前連結会計年度末に比べ

5,169 百万円の増加となりました。  

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 平成 21 年 12 月期

自己資本比率 35.3 24.6 18.3 19.8

時価ベースの自己資本比率 20.2 14.8 17.2 14.4

債務償還年数 18.0 ― ― 2.8

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

3.1 ― ― 11.6

 

 



―3― 

 

【訂正後】 
(2) 財政状態に関する分析  

（前略） 

 （キャッシュ・フローの状況）  

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費 3,104 百万円、売上債権の減少 2,186

百万円等があり、6,915 百万円（前年同期比 7,630 百万円増）の収入となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社売却による収入 2,073 百万円があった一方、固定資産の取得

1,492 百万円等があり、801 百万円（前年同期比 871 百万円増）の収入となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少 2,529 百万円やリース債務の返済 1,274 百万円等

があり、2,569 百万円（前年同期比 555 百万円の増）の支出となりました。  

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、7,422 百万円となり前連結会計年度末に比べ

5,169 百万円の増加となりました。  

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 平成 21 年 12 月期

自己資本比率 35.3 24.6 18.3 19.8

時価ベースの自己資本比率 20.2 14.8 17.2 14.4

債務償還年数 18.0 ― ― 2.8

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

3.1 ― ― 11.2
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4.【連結財務諸表】 
（１７・１８頁） 
【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   当連結会計年度  

(自 平成 20 年１月１日  (自 平成 21 年１月１日      

至 平成 20 年 12 月 31 日) 至 平成 21 年 12 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損失（△）   △6,031,235  △2,525,490 

   減価償却費  1,924,828 3,104,362

  減損損失  882,204 415,313

   海外事業等再編費用  501,607 841,635

  債務保証損失引当金繰入額   － 661,250

   貸倒引当金の増減額（△は減少）  393,085 1,041,792

  関係会社株式売却損益（△は益）   － 2,838,153

   退職給付引当金の増減額（△は減少）   △27,184 107,748

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   △25,120  △264,920 

   受取利息及び受取配当金   △65,168  △21,500 

  支払利息  520,710 607,771

   為替差損益（△は益）  203,400 19,755

  投資有価証券評価損益（△は益）  99,329 8,433

   関係会社出資金評価損  29,467 96,724

  投資有価証券売却損益（△は益）   △169,251  △321,150 

   有形固定資産除却損  201,577 37,324

  有形固定資産売却損益（△は益）   △1,047  △5,337 

   役員退職慰労金  30,571 17,860

  売上債権の増減額（△は増加）  1,955,790 2,186,976

   たな卸資産の増減額（△は増加）   △129,939 3,432,154

  仕入債務の増減額（△は減少）   △1,485,155  △5,256,296 

   未払消費税等の増減額（△は減少）  25,915 414,731

  その他  1,116,868 952,907

   小計   △48,745 8,390,200

  利息及び配当金の受取額  66,383 23,592

   利息の支払額   △551,196  △618,755 

  債務保証履行による支払額   －  △221,250 

   役員退職慰労金の支払額   △30,571  △17,860 

  法人税等の支払額   △150,890  △356,028

   営業活動によるキャッシュ・フロー   △715,020 7,199,898
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 (単位：千円) 

前連結会計年度  当連結会計年度  

(自 平成 20 年１月１日 (自 平成 21 年１月１日     

至 平成 20 年 12 月 31 日) 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

 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   △887,894  － 

   定期預金の払戻による収入  2,394,283  － 

  固定資産の取得による支出   △3,133,962  △1,776,928 

   固定資産の売却による収入  10,775 101,384

  投資有価証券の取得による支出   △117,265  △38,727 

   投資有価証券の売却による収入  1,391,100 397,550

  子会社株式の取得による支出   －  △466,026 

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る収入  
 － 2,073,800

  貸付けによる支出   △47,222  △59,570 

   貸付金の回収による収入  82,439 20,736

  その他  237,900 265,043

   投資活動によるキャッシュ・フロー   △69,846 517,261

 財務活動によるキャッシュ・フロー    
   短期借入金の増減額（△は減少）  880,813  △2,529,219 

  長期借入れによる収入  700,000 1,000,000

   長期借入金の返済による支出   △3,694,793  △766,220 

  株式の発行による収入   － 1,000,000

   リース債務の返済による支出   △231,952  △1,274,193 

  自己株式の取得による支出   △31  － 

   自己株式の売却による収入  684,000  － 

  配当金の支払額   △332,983  － 

   その他   △18,860  － 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △2,013,808  △2,569,633 

 現金及び現金同等物に係る換算差額  △227,764 21,916

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △3,026,440 5,169,443

 現金及び現金同等物の期首残高  5,279,283 2,252,843

 現金及び現金同等物の期末残高  2,252,843 7,422,286
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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   当連結会計年度  

(自 平成 20 年１月１日  (自 平成 21 年１月１日      

至 平成 20 年 12 月 31 日) 至 平成 21 年 12 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損失（△）   △6,031,235  △2,525,490 

   減価償却費  1,924,828 3,104,362

  減損損失  882,204 415,313

   海外事業等再編費用  501,607 901,636

  債務保証損失引当金繰入額   － 661,250

   貸倒引当金の増減額（△は減少）  393,085 1,041,792

  関係会社株式売却損益（△は益）   － 2,838,153

   退職給付引当金の増減額（△は減少）   △27,184 107,748

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   △25,120  △264,920 

   受取利息及び受取配当金   △65,168  △21,500 

  支払利息  520,710 607,771

   為替差損益（△は益）  203,400 19,755

  投資有価証券評価損益（△は益）  99,329 8,433

   関係会社出資金評価損  29,467 96,724

  投資有価証券売却損益（△は益）   △169,251  △321,150 

   有形固定資産除却損  201,577 37,324

  有形固定資産売却損益（△は益）   △1,047  △5,337 

   役員退職慰労金  30,571 17,860

  売上債権の増減額（△は増加）  1,955,790 2,186,976

   たな卸資産の増減額（△は増加）   △129,939 3,432,154

  仕入債務の増減額（△は減少）   △1,485,155  △5,256,296 

   未払消費税等の増減額（△は減少）  25,915 414,731

  その他  1,116,868 576,568

   小計   △48,745 8,073,861

  利息及び配当金の受取額  66,383 23,592

   利息の支払額   △551,196  △618,755 

  債務保証履行による支払額   －  △221,250 

   役員退職慰労金の支払額   △30,571  △17,860 

  法人税等の支払額   △150,890  △324,037

   営業活動によるキャッシュ・フロー   △715,020 6,915,551
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 (単位：千円) 

前連結会計年度  当連結会計年度  

(自 平成 20 年１月１日 (自 平成 21 年１月１日     

至 平成 20 年 12 月 31 日) 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

 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   △887,894  － 

   定期預金の払戻による収入  2,394,283  － 

  固定資産の取得による支出   △3,133,962  △1,492,580 

   固定資産の売却による収入  10,775 101,384

  投資有価証券の取得による支出   △117,265  △38,727 

   投資有価証券の売却による収入  1,391,100 397,550

  子会社株式の取得による支出   －  △466,026 

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る収入  
 － 2,073,800

  貸付けによる支出   △47,222  △59,570 

   貸付金の回収による収入  82,439 20,736

  その他  237,900 265,043

   投資活動によるキャッシュ・フロー   △69,846 801,608

 財務活動によるキャッシュ・フロー    
   短期借入金の増減額（△は減少）  880,813  △2,529,219 

  長期借入れによる収入  700,000 1,000,000

   長期借入金の返済による支出   △3,694,793  △766,220 

  株式の発行による収入   － 1,000,000

   リース債務の返済による支出   △231,952  △1,274,193 

  自己株式の取得による支出   △31  － 

   自己株式の売却による収入  684,000  － 

  配当金の支払額   △332,983  － 

   その他   △18,860  － 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △2,013,808  △2,569,633 

 現金及び現金同等物に係る換算差額  △227,764 21,916

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △3,026,440 5,169,443

 現金及び現金同等物の期首残高  5,279,283 2,252,843

 現金及び現金同等物の期末残高  2,252,843 7,422,286

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


