
 

平成22年4月16日

各位 
   

  

(訂正・数値データ修正あり) 

「平成22年１月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

  

平成22年３月19日に発表いたしました「平成22年１月期決算短信」の記載内容について、一部誤りが認め

られたため、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ示し、訂正箇所には（下線）を付して表示し

ております。 

  

記 

  

１ページ 

【訂正前】 

 

 
  

【訂正後】 

 

 
  

 

会  社  名 株  式  会  社   丹   青   社

代 表 者 名 代表取締役社長    青  田  嘉  光

本社所在地 東京都台東区上野５丁目２番２号

（コード番号 9743 東証第１部）

問 合 せ 先 取締役常務執行役員   鈴 木 義 隆

（TEL 03－3836－7282） 

1. 22年１月期の連結業績（平成21年２月１日～平成22年１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

22年１月期 △2,954 △2,781 3,335 4,221

21年１月期 2,571 △561 △209 6,621

1. 22年１月期の連結業績（平成21年２月１日～平成22年１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

22年１月期 △2,988 △2,751 3,339 4,221

21年１月期 2,571 △561 △209 6,621

－ 1 －



５ページ 

【訂正前】 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の減少額」が23億99百万円

となり、当連結会計年度末の残高は、42億21百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、29億54百万円の支出となりました。これは、主に税金等調

整前当期純損失を15億56百万円計上したことに加え、売上債権（受取手形・完成工事未収入金等）が

10億65百万円増加したことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、27億81百万円の支出となりました。これは、主に有形固定

資産の取得によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、33億35百万円の収入となりました。これは、主に長期借入

れによるものであります。 
  

  

【訂正後】 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の減少額」が23億99百万円

（前連結会計年度は17億74百万円の増加）となり、当連結会計年度末の残高は、42億21百万円（前連

結会計年度末は66億21百万円）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、29億88百万円の支出（前連結会計年度は25億71百万円の収

入）となりました。これは、主に税金等調整前当期純損失を15億56百万円計上（前連結会計年度は77

百万円の当期純損失）したことに加え、売上債権（受取手形・完成工事未収入金等）が10億65百万円

増加したことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、27億51百万円の支出（前連結会計年度は５億61百万円の支

出）となりました。これは、主に有形固定資産の取得によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、33億39百万円の収入（前連結会計年度は２億９百万円の支

出）となりました。これは、主に長期借入れによるものであります。 
  

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

（前略)

② 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）

（後略)

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

（前略)

② 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）

（後略)

－ 2 －



15ページ 

【訂正前】 

4.【連結財務諸表】

(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20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１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（△） △77,909 △1,556,998

減価償却費 166,113 239,181

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,936 △63,538

賞与引当金の増減額（△は減少） △111,651 △270,248

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,044 △26,932

工事損失引当金の増減額（△は減少） △17,671 136,071

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 187,000 △187,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,784 △30,158

受取利息及び受取配当金 △56,523 △42,875

支払利息 70,982 78,391

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 530,851 －

特別退職金 － 1,273,705

売上債権の増減額（△は増加） 3,003,757 △1,065,455

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 364,194 246,254

仕入債務の増減額（△は減少） △1,729,701 7,443

未成工事受入金の増減額（△は減少） △15,624 △236,122

その他 311,380 △331,100

小計 2,650,394 △1,829,384

利息及び配当金の受取額 56,216 44,207

利息の支払額 △77,214 △115,666

法人税等の支払額 △58,181 △93,471

特別退職金の支払額 － △959,713

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,571,215 △2,954,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △32,029 △6,349

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 554 17,809

有形固定資産の取得による支出 △134,876 △2,806,168

有形固定資産の売却による収入 39,179 3,847

無形固定資産の取得による支出 △64,377 △58,835

敷金及び保証金の差入による支出 △115,364 △92,491

敷金及び保証金の回収による収入 41,723 148,505

関係会社持分の売却による収入 20,000 －

少数株主からの株式取得による支出 － △7,800

その他 △316,112 19,658

投資活動によるキャッシュ・フロー △561,303 △2,781,824

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） － 1,500,000

長期借入れによる収入 － 2,016,000

長期借入金の返済による支出 － △135,000

自己株式の取得による支出 △1,310 －

配当金の支払額 △208,666 －

その他 － △45,661

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,977 3,335,338

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,194 787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,774,739 △2,399,727

現金及び現金同等物の期首残高 4,846,557 6,621,296

現金及び現金同等物の期末残高 6,621,296 4,221,569

－ 3 －



【訂正後】 

 
  

4.【連結財務諸表】

(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20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１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（△） △77,909 △1,556,998

減価償却費 166,113 239,181

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,936 △63,538

賞与引当金の増減額（△は減少） △111,651 △270,248

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,044 △26,932

工事損失引当金の増減額（△は減少） △17,671 136,071

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 187,000 △187,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,784 △30,158

受取利息及び受取配当金 △56,523 △42,875

支払利息 70,982 78,391

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 530,851 －

特別退職金 － 1,273,705

売上債権の増減額（△は増加） 3,003,757 △1,065,455

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 364,194 246,254

仕入債務の増減額（△は減少） △1,729,701 7,443

未成工事受入金の増減額（△は減少） △15,624 △236,122

その他 311,380 △317,948

小計 2,650,394 △1,816,232

利息及び配当金の受取額 56,216 44,207

利息の支払額 △77,214 △115,666

法人税等の支払額 △58,181 △93,471

特別退職金の支払額 － △1,007,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,571,215 △2,988,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △32,029 △6,349

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 554 17,809

有形固定資産の取得による支出 △134,876 △2,806,168

有形固定資産の売却による収入 39,179 3,847

無形固定資産の取得による支出 △64,377 △58,835

敷金及び保証金の差入による支出 △115,364 △66,507

敷金及び保証金の回収による収入 41,723 122,521

関係会社持分の売却による収入 20,000 －

少数株主からの株式取得による支出 － △7,800

その他 △316,112 49,658

投資活動によるキャッシュ・フロー △561,303 △2,751,824

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） － 1,500,000

長期借入れによる収入 － 2,016,000

長期借入金の返済による支出 － △135,000

自己株式の取得による支出 △1,310 －

配当金の支払額 △208,666 －

その他 － △41,213

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,977 3,339,786

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,194 787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,774,739 △2,399,727

現金及び現金同等物の期首残高 4,846,557 6,621,296

現金及び現金同等物の期末残高 6,621,296 4,221,569

－ 4 －



20ページ 

【訂正前】 

 

   

4.【連結財務諸表】

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１  事業の種類別セグメント情報

（前略)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

商業施設 
分野 
(千円)

恒久展示
施設分野 
(千円)

短期展示
施設分野 
(千円)

その他の
分野 
(千円)

計

(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結

(千円)

Ⅰ  売上高及び営業損益

    売上高

  (1) 外部顧客に対 

    する売上高
26,658,869 7,427,633 4,814,715 10,862,043 49,763,261 ─ 49,763,261

  (2) セグメント間の 

    内部売上高又は 

    振替高

─ ─ ─ 1,560,172 1,560,172 (1,560,172) ─

計 26,658,869 7,427,633 4,814,715 12,422,216 51,323,433 (1,560,172) 49,763,261

    営業費用 25,234,632 6,747,209 4,408,859 11,872,242 48,262,944 1,700,062 49,963,006

    営業利益又は 

    営業損失(△)
1,424,236 680,424 405,855 549,973 3,060,489 (3,260,235) △199,745

Ⅱ  資産、減価償却費 

及び資本的支出

    資産 6,255,242 4,624,791 1,520,408 6,393,044 18,793,487 8,221,563 27,015,051

    減価償却費 76,105 14,185 10,931 110,991 212,214 26,967 239,181

    資本的支出 80,885 13,622 14,366 2,688,921 2,797,795 63,774 2,861,570

 

（後略)

－ 5 －



【訂正後】 

 

4.【連結財務諸表】

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１  事業の種類別セグメント情報

（前略)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

商業施設 
分野 
(千円)

恒久展示
施設分野 
(千円)

短期展示
施設分野 
(千円)

その他の
分野 
(千円)

計

(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結

(千円)

Ⅰ  売上高及び営業損益

    売上高

  (1) 外部顧客に対 

    する売上高
26,658,869 7,427,633 4,814,715 10,862,043 49,763,261 ─ 49,763,261

  (2) セグメント間の 

    内部売上高又は 

    振替高

─ ─ ─ 1,560,172 1,560,172 (1,560,172) ─

計 26,658,869 7,427,633 4,814,715 12,422,216 51,323,433 (1,560,172) 49,763,261

    営業費用 25,234,632 6,747,209 4,408,859 11,872,242 48,262,944 1,700,062 49,963,006

    営業利益又は 

    営業損失(△)
1,424,236 680,424 405,855 549,973 3,060,489 (3,260,235) △199,745

Ⅱ  資産、減価償却費

減損損失及び資本的

支出

    資産 6,255,242 4,624,791 1,520,408 6,393,044 18,793,487 8,221,563 27,015,051

    減価償却費 76,105 14,185 10,931 110,991 212,214 26,967 239,181

    減損損失 46,946 ─ ─ ─ 46,946 257 47,204

    資本的支出 80,885 13,622 14,366 2,976,921 3,085,795 63,774 3,149,570

 

（後略)

－ 6 －


