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平成 22 年６月 17 日 

各   位 

                      会 社 名  株 式 会 社   オートウェーブ 

                      代表者名 代表取締役社長   廣 岡 大 介 

                       コード番号 2666 

           問合せ先 取締役管理本部長  矢 田 裕 実 

TEL (043) 250－9090 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

 平成 22 年５月 20 日に発表いたしました「平成 22 年３月期 決算短信」の一部に訂正がありましたので、

お知らせいたします。 

 なお、訂正箇所には下線「     」を付して表示しております。また、訂正後の数値データについても併

せて添付しております。 

 

記 

 

〈訂正箇所〉 

 

該当ページ 

Ⅰ．１ページ 

（百万円未満切捨て） 

 １．平成 22 年３月期の連結業績（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

（訂正前） 

 

(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3月期 

21年3月期 

△724 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

931 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

 

（訂正後） 

 

(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3月期 

21年3月期 

△719 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

926 

・・・ 

・・・ 

・・・ 
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Ⅱ．４ページ 

  １.経営成績 

(2)財政状態に関する分析 

（訂正前） 

〔キャッシュ・フローの概況〕 

（省略） 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は、724 百万円（前期比 106.6％減）となりました。主な項目としては、資金減少項目として税金等

調整前当期純損失 871 百万円、前受金の減少額 278 百万円等があり、資金増加項目として減価償却費 379 百万円、たな卸資産の減少

140 百万円等があります。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

          （省略） 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  財務活動の結果得られた資金は、931 百万円（前期は 462 百万円の支出）となりました。主な項目としては、資金減少項目として

借入金の返済による支出 177 百万円等があり、資金増加項目として新株式の発行による収入 1,121 百万円があります。 

 

（訂正後） 

〔キャッシュ・フローの概況〕 

（省略） 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は、719 百万円（前期比 105.1％減）となりました。主な項目としては、資金減少項目として税金等

調整前当期純損失 871 百万円、前受金の減少額 278 百万円等があり、資金増加項目として減価償却費 379 百万円、たな卸資産の減少

140 百万円等があります。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

          （省略） 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  財務活動の結果得られた資金は、926 百万円（前期は 462 百万円の支出）となりました。主な項目としては、資金減少項目として

借入金の返済による支出 177 百万円等があり、資金増加項目として新株式の発行による収入 1,116 百万円があります。 
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Ⅲ．12 ページ 

  ４.連結財務諸表 

 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(自  平成 20 年４月１日 

    至  平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自  平成 21 年４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 

（省略） 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △85,316 28,476

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） ― 51,000

（省略） 

その他 △15,997 △100,702

小計 △259,891 △578,136

（省略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー △350,767 △724,808

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（省略） 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（省略） 

株式の発行による収入 ― 1,121,690

  財務活動によるキャッシュ・フロー △462,436 931,650

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(自  平成 20 年４月１日 

   至  平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自  平成 21 年４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 

（省略） 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △85,316 28,476

ポイント引当金の増減額（△は減少） ― 6,471

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） ― 51,000

（省略） 

その他 △15,997 △101,925

小計 △259,891 △572,888

（省略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー △350,767 △719,560

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（省略） 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（省略） 

株式の発行による収入 ― 1,116,442

  財務活動によるキャッシュ・フロー △462,436 926,402
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Ⅳ．19 ページ 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

※１．担保に供している資産及び被担保債務 

①担保に供している資産 

※１．担保に供している資産及び被担保債務 

①担保に供している資産 

 

 

建物及び構築物            392,605 千円 

土地                    2,512,186 千円 

建物及び構築物            293,493 千円 

土地                    2,512,186 千円 

計            2,904,791 千円 

 

 

 

 

 

 

計            2,805,679 千円 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

※１．担保に供している資産及び被担保債務 

①担保に供している資産 

※１．担保に供している資産及び被担保債務 

①担保に供している資産 

 

 

建物及び構築物            392,605 千円 

土地                    2,512,186 千円 

建物及び構築物            294,481 千円 

土地                    2,512,186 千円 

計            2,904,791 千円 

 

 

 

 

 

 

計            2,806,667 千円 

 

 

 

Ⅴ．20 ページ 

（連結損益計算書関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度 

(自  平成 20 年４月１日 

   至  平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自  平成 21 年４月１日 

   至  平成 22 年３月 31 日) 

※１．販売費及び一般管理費 

     主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

広告宣伝費                383,262 千円 

給与手当及び賞与        2,231,865 千円 

貸倒引当金繰入額              456 千円 

賞与引当金繰入額           61,804 千円 

賃借料                  1,455,550 千円 

減価償却費                185,641 千円 

※１．販売費及び一般管理費 

     主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

広告宣伝費                301,680 千円 

給与手当及び賞与        1,829,127 千円 

貸倒引当金繰入額            1,696 千円 

賞与引当金繰入額            7,330 千円 

賃借料                  1,064,592 千円 

減価償却費                143,594 千円 

（訂正後） 

前連結会計年度 

(自  平成 20 年４月１日 

   至  平成 21 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自  平成 21 年４月１日 

   至  平成 22 年３月 31 日) 

※１．販売費及び一般管理費 

     主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

広告宣伝費                383,262 千円 

給与手当及び賞与        2,231,865 千円 

貸倒引当金繰入額              456 千円 

賞与引当金繰入額           61,804 千円 

賃借料                  1,455,550 千円 

減価償却費                185,641 千円 

※１．販売費及び一般管理費 

     主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

広告宣伝費                301,680 千円 

給与手当及び賞与        1,829,127 千円 

貸倒引当金繰入額            1,696 千円 

賞与引当金繰入額            7,330 千円 

賃借料                  1,064,592 千円 

減価償却費                143,594 千円 

ポイント引当金繰入額       21,576 千円 
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Ⅵ．26 ページ 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（訂正前） 

（単位：千円） 

 前事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産 

関係会社長期貸付金 43,353 58,082

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

 前事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 22 年３月 31 日) 

資産の部   

固定資産   

投資その他の資産 

関係会社長期貸付金 43,353 28,082

長期貸付金 ― 30,000

 

 

Ⅶ．35 ページ 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

（訂正前） 

前事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

 

 

建物                      392,605 千円 

土地                    2,512,186 千円 

建物                      293,493 千円 

土地                    2,512,186 千円 

計            2,904,791 千円 

 

 

 

 

 

 

計            2,805,679 千円 

 

（訂正後） 

前事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

 

 

建物                      392,605 千円 

土地                    2,512,186 千円 

建物                      294,481 千円 

土地                    2,512,186 千円 

計            2,904,791 千円 

 

 

 

 

 

 

計            2,806,667 千円 
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Ⅷ．36 ページ 

（損益計算書関係） 

（訂正前） 

前事業年度 

(自  平成 20 年４月１日 

   至  平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自  平成 21 年４月１日 

   至  平成 22 年３月 31 日) 

※１．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は 87.2％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

12.8％であります。主要な費目及び金額は、次のとお

りであります。 

広告宣伝費                371,985 千円 

給与手当及び賞与        2,188,735 千円 

福利費                    333,062 千円 

賃借料                  1,433,366 千円 

減価償却費                185,509 千円 

賞与引当金繰入額           53,908 千円 

※１．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は 93.0％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

7.0％であります。主要な費目及び金額は、次のとお

りであります。   

広告宣伝費                295,959 千円 

給与手当及び賞与        1,790,761 千円 

福利費                    273,408 千円 

賃借料                  1,050,301 千円 

減価償却費                143,594 千円 

賞与引当金繰入額        ― 千円 

 

（訂正後） 

前事業年度 

(自  平成 20 年４月１日 

   至  平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自  平成 21 年４月１日 

   至  平成 22 年３月 31 日) 

※１．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は 87.2％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

12.8％であります。主要な費目及び金額は、次のとお

りであります。 

広告宣伝費                371,985 千円 

給与手当及び賞与        2,188,735 千円 

福利費                    333,062 千円 

賃借料                  1,433,366 千円 

減価償却費                185,509 千円 

賞与引当金繰入額           53,908 千円 

※１．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は 93.0％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

7.0％であります。主要な費目及び金額は、次のとお

りであります。 

広告宣伝費                295,959 千円 

給与手当及び賞与        1,790,761 千円 

福利費                    273,408 千円 

賃借料                  1,050,301 千円 

減価償却費                143,594 千円 

ポイント引当金繰入額       21,576 千円 

 

以 上 


