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（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成22年９月期第２四半期決算短信」の一部訂正について 

   
 

平成22年５月10日に発表いたしました「平成22年９月期第２四半期決算短信（非連結）」の記載

内容に一部訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

尚、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

記 

 

 【訂正箇所】 

 

平成22年９月期第２四半期決算短信 

 

 ５．四半期財務諸表 

 

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 （８ページ） 

 

 

（訂正前） 現金及び現金同等物の減少額 △2,353,212 

 

 

（訂正後） 現金及び現金同等物の減少額 △2,353 

 

 

 

 

以 上 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 △549,681 △341,959

減価償却費 61,794 60,988

貸倒引当金の減少額 △2,463 △133

賞与引当金の減少額 △61,612 －

退職給付引当金の増加額 5,280 6,257

受取利息 △2,060 △508

支払利息 － 4,023

固定資産除却損 27,500 －

売上債権の増減額（△は増加） 271,174 △671

たな卸資産の減少額 31,531 8,018

仕入債務の減少額 △33,583 △12,700

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,342 11,671

未払金の減少額 △63,983 △46,179

前払費用の増加額 △126,375 △687

その他 9,019 30,122

小計 △443,802 △281,756

利息及び配当金の受取額 813 209

利息の支払額 － △3,983

法人税等の還付額 155,830 4,762

法人税等の支払額 △2,362 △1,450

営業活動によるキャッシュ・フロー △289,521 △282,218

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 299,490

有形固定資産の取得による支出 △4,285 △6,074

無形固定資産の取得による支出 △80,701 △4,393

敷金及び保証金の回収による収入 － 51,698

その他 △1,692 △1,692

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,679 339,028

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） － △59,000

自己株式の取得による支出 △24,403 －

配当金の支払額 △59,699 △162

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,102 △59,162

現金及び現金同等物の減少額 △460,303 △2,353,212

現金及び現金同等物の期首残高 1,309,589 790,123

現金及び現金同等物の四半期末残高 849,286 787,770

訂正前（誤）

nishiyama
ノート
nishiyama : Completed

nishiyama
ノート
nishiyama : Completed

nishiyama
ノート
nishiyama : None



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 △549,681 △341,959

減価償却費 61,794 60,988

貸倒引当金の減少額 △2,463 △133

賞与引当金の減少額 △61,612 －

退職給付引当金の増加額 5,280 6,257

受取利息 △2,060 △508

支払利息 － 4,023

固定資産除却損 27,500 －

売上債権の増減額（△は増加） 271,174 △671

たな卸資産の減少額 31,531 8,018

仕入債務の減少額 △33,583 △12,700

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,342 11,671

未払金の減少額 △63,983 △46,179

前払費用の増加額 △126,375 △687

その他 9,019 30,122

小計 △443,802 △281,756

利息及び配当金の受取額 813 209

利息の支払額 － △3,983

法人税等の還付額 155,830 4,762

法人税等の支払額 △2,362 △1,450

営業活動によるキャッシュ・フロー △289,521 △282,218

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 299,490

有形固定資産の取得による支出 △4,285 △6,074

無形固定資産の取得による支出 △80,701 △4,393

敷金及び保証金の回収による収入 － 51,698

その他 △1,692 △1,692

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,679 339,028

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） － △59,000

自己株式の取得による支出 △24,403 －

配当金の支払額 △59,699 △162

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,102 △59,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △460,303 △2,353

現金及び現金同等物の期首残高 1,309,589 790,123

現金及び現金同等物の四半期末残高 849,286 787,770

訂正後（正）




