
 

 

平成 22 年８月 12 日 

各位 

会社名 帝人株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 大八木 成男 

(コード番号 3401 東証大証第一部) 

問合せ先 広報・ＩＲ室長 市田 潤一 

(TEL 03-3506-4395) 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 23 年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について 

平成 22 年８月２日に発表しました「平成 23 年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（連結）」の記載事

項の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付し

て表示しております。 

 

記 
 
◆５ページ 
１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
（２） 連結財政状態に関する定性的情報 
２）キャッシュ・フロー： 

【訂正前】 

当第１四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益、減価償却費及びのれん償却、仕入

債務の増加等があったものの、売上債権、在庫の増加や法人税等の支払等により、合計で75億円の資金支

出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支出があったこと等により40億円の資金支出となりまし

た。 

この結果、営業活動に投資活動を加えたキャッシュ・フローは115億円の資金支出となりました。 

 

【訂正後】 

当第１四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益、減価償却費及びのれん償却、仕入

債務の増加等があったものの、売上債権、在庫の増加や法人税等の支払等により、合計で86億円の資金支

出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の支出があったこと等により29億円の資金支出となりまし

た。 

この結果、営業活動に投資活動を加えたキャッシュ・フローは115億円の資金支出となりました。 
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◆ 10ページ
３．四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表

【訂正前】
（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 87,652
（中略）
その他 47,941

流動負債合計 281,666

【訂正後】
（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 86,266
（中略）
その他 49,328

流動負債合計 281,666
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◆ 12ページ
３．四半期連結財務諸表
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至 平成22年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
（中略）
仕入債務の増減額（△は減少） 3,745
その他 △6,019

小計 △2,394

（中略）
営業活動によるキャッシュ・フロー △7,473

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △6,563
（中略）
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,980

【訂正後】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至 平成22年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
（中略）
仕入債務の増減額（△は減少） 2,179
その他 △5,575

小計 △3,516

（中略）
営業活動によるキャッシュ・フロー △8,594

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △5,441
（中略）
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,858

以上
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３．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,615 23,122

受取手形及び売掛金 162,019 158,951

商品及び製品 77,374 71,583

仕掛品 10,424 9,389

原材料及び貯蔵品 26,407 25,342

その他 36,795 47,028

貸倒引当金 △1,181 △2,671

流動資産合計 331,455 332,746

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 78,166 82,652

機械装置及び運搬具（純額） 144,325 163,010

その他（純額） 70,866 71,238

有形固定資産合計 293,358 316,901

無形固定資産   

のれん 58,300 59,820

その他 17,372 17,613

無形固定資産合計 75,672 77,434

投資その他の資産   

投資有価証券 55,484 58,416

その他 51,767 39,578

貸倒引当金 △2,231 △2,004

投資その他の資産合計 105,020 95,990

固定資産合計 474,051 490,325

資産合計 805,507 823,071
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 86,266 84,256

短期借入金 49,725 54,136

1年内返済予定の長期借入金 7,873 10,023

コマーシャル・ペーパー 72,000 51,000

1年内償還予定の社債 12,498 14,295

未払法人税等 2,727 5,024

事業構造改善引当金 － 18,129

引当金 1,247 －

その他 49,328 56,982

流動負債合計 281,666 293,848

固定負債   

社債 30,000 32,973

長期借入金 155,526 155,505

退職給付引当金 17,963 18,474

役員退職慰労引当金 1,477 1,800

その他 23,168 25,185

固定負債合計 228,135 233,940

負債合計 509,802 527,789

純資産の部   

株主資本   

資本金 70,816 70,816

資本剰余金 101,354 101,327

利益剰余金 116,088 112,983

自己株式 △154 △772

株主資本合計 288,105 284,354

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,451 13,025

繰延ヘッジ損益 △839 298

為替換算調整勘定 △23,240 △26,373

評価・換算差額等合計 △13,628 △13,049

新株予約権 401 401

少数株主持分 20,827 23,575

純資産合計 295,705 295,282

負債純資産合計 805,507 823,071

帝人㈱(3401)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

tjg02062
スタンプ



(2)四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 166,001 192,580

売上原価 124,053 140,552

売上総利益 41,947 52,027

販売費及び一般管理費 43,464 43,957

営業利益又は営業損失（△） △1,516 8,069

営業外収益   

受取利息 271 129

受取配当金 533 474

持分法による投資利益 － 862

為替差益 129 －

雑収入 243 140

営業外収益合計 1,177 1,605

営業外費用   

支払利息 1,775 1,177

持分法による投資損失 1,638 －

為替差損 － 211

雑損失 693 532

営業外費用合計 4,108 1,921

経常利益又は経常損失（△） △4,447 7,754

特別利益   

固定資産売却益 998 －

前期損益修正益 70 －

投資有価証券売却益 － 682

その他 42 57

特別利益合計 1,111 739

特別損失   

固定資産除売却損 129 115

異常操業損失 5,293 －

減損損失 604 －

事業構造改善費用 3,235 764

金銭信託の追加拠出による損失 7,198 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 529

その他 517 420

特別損失合計 16,979 1,829

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△20,315 6,664

法人税等 △2,557 2,406

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,258

少数株主利益又は少数株主損失（△） △34 227

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,723 4,030
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△20,315 6,664

減価償却費及びその他の償却費 15,081 13,896

受取利息及び受取配当金 △805 △603

支払利息 1,775 1,177

持分法による投資損益（△は益） 1,638 △862

売上債権の増減額（△は増加） 14,228 △9,146

たな卸資産の増減額（△は増加） △814 △11,246

仕入債務の増減額（△は減少） 2,036 2,179

その他 6,456 △5,575

小計 19,283 △3,516

利息及び配当金の受取額 933 745

利息の支払額 △1,927 △1,156

法人税等の支払額 △3,634 △4,667

金銭信託の追加拠出額 △7,198 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,457 △8,594

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △11,526 △5,441

投資有価証券の取得による支出 △199 △2,211

その他 △3,544 4,794

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,270 △2,858

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） 8,252 △4,111

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 16,000 21,000

長期借入れによる収入 2,257 3,661

長期借入金の返済による支出 △3,349 △3,666

社債の発行による収入 6,199 6,832

社債の償還による支出 △11,452 △11,325

配当金の支払額 △1,968 △1,964

その他 △193 △2,531

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,746 7,894

現金及び現金同等物に係る換算差額 875 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,808 △3,506

現金及び現金同等物の期首残高 18,796 22,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,605 19,457

帝人㈱(3401)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

tjg02062
スタンプ


	訂正短信
	BS
	CF




