
平成 22 年６月 28 日 

 

各    位 

会 社 名  株式会社フジックス 

代 表 者  代表取締役社長 藤 井 一 郎 

                                            本社所在地  京都市北区平野宮本町５番地 

                                            コード番号  ３６００ 

                                            上場取引所  大証第２部 

問 合 せ 先  取締役管理部長 山 本 和 良 

                                           （電話番号） ０７５－４６３－８１１１ 

 

（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 13 日付「平成 22 年３月期 決算短信」の記載事項の一部に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、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

■訂正箇所 

 

【１】 17 ページから 18 ページ「（1）【連結財務諸表】④【連結キャッシュ・フロー計算書】」 

 

（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 4月 1日 (自 平成 21 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 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 

税金等調整前当期純損失（△） △175,787 △217,219

減価償却費 307,804 361,179

固定資産除却損 4,338 3,187

有価証券評価損益（△は益） 17,907 △3,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 102,170 38,737

賞与引当金の増減額（△は減少） 135 △3,865

前払年金費用の増減額（△は増加） 9,520 48,216

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,280 16,966

退職給付引当金の増減額（△は減少） 509 1,432

生産拠点移転統合損失引当金の増減額(△は減少) △1,137 △100,300

受取利息及び受取配当金 △45,280 △23,105

支払利息 4,767 4,871

固定資産売却損益（△は益） △744 －

売上債権の増減額（△は増加） 26,170 △151,080

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,397 62,150

仕入債務の増減額（△は減少） △139,028 125,087

未収消費税等の増減額（△は増加） △33,506 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,964 －

その他 116,221 112,198

小計 193,214 274,628

利息及び配当金の受取額 44,181 25,810

利息の支払額 △4,767 △4,871

法人税等の支払額 △21,681 △14,492

営業活動によるキャッシュ・フロー 210,947 281,074
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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 4月 1日 (自 平成 21 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 日) 至 平成 22 年 3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 △100,000 △601,154

定期預金の払戻による収入 1,200,000 800,000

有価証券の取得による支出 △99,644 －

有価証券の償還による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △774,715 △80,213

有形固定資産の売却による収入 1,878 8

無形固定資産の取得による支出 △30,428 △11,678

投資有価証券の取得による支出 － △39,280

貸付金の回収による収入 6,271 16,069

貸付けによる支出 △45,000 △50,000

事業譲受による支出 － ※１ △389,910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 

収入 
－ ※２ 14,718

その他 △15,097 13,016

投資活動によるキャッシュ・フロー 343,265 △328,423

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △1,397 －

自己株式の取得による支出 △93,280 △246

配当金の支払額 △91,274 △86,198

リース債務の返済による支出 △1,798 △4,450

少数株主への配当金の支払額 △23,193 △29,665

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,945 △120,561

現金及び現金同等物に係る換算差額 △93,411 △15,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 249,856 △183,206

現金及び現金同等物の期首残高 1,387,156 1,637,013

現金及び現金同等物の期末残高 ※3 1,637,013 ※3 1,453,806

 

（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 4月 1日 (自 平成 21 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 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 

税金等調整前当期純損失（△） △175,787 △217,219

減価償却費 307,804 361,179

固定資産除却損 4,338 3,187

有価証券評価損益（△は益） 17,907 △3,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 102,170 38,737

賞与引当金の増減額（△は減少） 135 △3,865

前払年金費用の増減額（△は増加） 9,520 48,216

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,280 16,966

退職給付引当金の増減額（△は減少） 509 1,432

生産拠点移転統合損失引当金の増減額(△は減少) △1,137 △100,300

受取利息及び受取配当金 △45,280 △23,105

支払利息 4,767 4,871

固定資産売却損益（△は益） △744 －

売上債権の増減額（△は増加） 26,170 △151,080

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,397 62,150
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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 4月 1日 (自 平成 21 年 4月 1日 

 至 平成 21 年 3月 31 日) 至 平成 22 年 3月 31 日)

仕入債務の増減額（△は減少） △139,028 125,087

未収消費税等の増減額（△は増加） △33,506 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,964 －

その他 116,221 112,198

小計 193,214 274,628

利息及び配当金の受取額 44,181 25,810

利息の支払額 △4,767 △4,871

法人税等の支払額 △21,681 △14,492

営業活動によるキャッシュ・フロー 210,947 281,074

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 △100,000 △1,201,154

定期預金の払戻による収入 1,200,000 1,400,000

有価証券の取得による支出 △99,644 －

有価証券の償還による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △774,715 △80,213

有形固定資産の売却による収入 1,878 8

無形固定資産の取得による支出 △30,428 △11,678

投資有価証券の取得による支出 － △39,280

貸付金の回収による収入 6,271 16,069

貸付けによる支出 △45,000 △50,000

事業譲受による支出 － ※１ △389,910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 

収入 
－ ※２ 14,718

その他 △15,097 13,016

投資活動によるキャッシュ・フロー 343,265 △328,423

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △1,397 －

自己株式の取得による支出 △93,280 △246

配当金の支払額 △91,274 △86,198

リース債務の返済による支出 △1,798 △4,450

少数株主への配当金の支払額 △23,193 △29,665

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,945 △120,561

現金及び現金同等物に係る換算差額 △93,411 △15,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 249,856 △183,206

現金及び現金同等物の期首残高 1,387,156 1,637,013

現金及び現金同等物の期末残高 ※3 1,637,013 ※3 1,453,806

 

 

【２】 36 ページ「(8)【連結財務諸表に関する注記事項】(金融商品関係)」 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

（注 4）リース債務の連結決算日後の返済予定額 

 

（訂正前） 

（単位：千円） 

 1 年以内 
１年超 
2年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

リース債務 4,647 4,852 5,066 5,289 5,523 21,871 
合計 4,647 4,852 5,066 5,289 5,523 21,871 
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（訂正後） 

（単位：千円） 

 1 年以内 
１年超 
2年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

リース債務 4,597 4,852 5,066 5,289 5,523 21,921 
合計 4,597 4,852 5,066 5,289 5,523 21,921 

 

【３】 43 ページ「(8)【連結財務諸表に関する注記事項】(企業結合等関係))」 

 

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) 
(パーチェス法適用) 
連結子会社の事業譲受け 
４.企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

 
（訂正前） 

流動資産 388 百万円 
固定資産 47 百万円 
資産合計 444 百万円 
固定負債 109 百万円 
負債合計 109 百万円 

 
（訂正後） 

流動資産 388 百万円 
固定資産 55 百万円 
資産合計 444 百万円 
固定負債 109 百万円 
負債合計 109 百万円 

 
 

以上 
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