
 
平成 22 年 11 月２日 

各    位 
会 社 名  川 本 産 業 株 式 会 社 

                      代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長 武 元  康 眎 
コード番号  ３６０４ 
上場取引所  東証・大証（市場第２部） 
本社所在地  大阪市中央区糸屋町２丁目４番１号  

                       問 合 せ 先  取締役執行役員 管理本部長 佐々木 功雄 
                    ＴＥＬ  （０６）６９４３―８９５１ 

 
（追加・訂正）「平成 23 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」 

の一部追加・訂正について 
 
平成 22 年 10 月 28 日に発表いたしました「平成 23 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」

において、下記のとおり追加し、それに伴う訂正を行います。 
 

記 
 
Ⅰ．追加箇所 
 

３．四半期財務諸表 
    （２）四半期損益計算書 
     （第２四半期会計期間） 
    （３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
      ※以上の別紙資料を８ページ以降に追加 
 
 
Ⅱ．訂正箇所 

※ 訂正箇所には下線を付して表示しております。 
 

訂正前 
（３）継続企業の前提に関する注記 
訂正後 
（４）継続企業の前提に関する注記 

 
訂正前 
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
訂正後 
（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 
以上 



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,434,675 7,549,123

売上原価 6,849,242 6,158,997

売上総利益 1,585,433 1,390,125

販売費及び一般管理費 1,336,871 1,332,289

営業利益 248,562 57,836

営業外収益   

受取利息 1,929 1,912

受取配当金 361 385

受取賃貸料 32,360 －

為替差益 15,029 －

仕入割引 9,046 7,902

その他 5,126 2,928

営業外収益合計 63,853 13,130

営業外費用   

支払利息 21,250 17,891

債権売却損 12,537 10,843

賃貸収入原価 16,897 －

為替差損 － 16,002

デリバティブ評価損 85,939 48,067

その他 3,351 3,450

営業外費用合計 139,977 96,255

経常利益又は経常損失（△） 172,438 △25,288

特別利益   

固定資産売却益 1,548 －

貸倒引当金戻入額 2,323 90

特別利益合計 3,871 90

特別損失   

固定資産除売却損 910 7

投資有価証券売却損 36 －

投資有価証券評価損 28 17,592

特別損失合計 974 17,600

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 175,336 △42,798

法人税、住民税及び事業税 143,713 4,766

法人税等調整額 △67,852 △9,097

法人税等合計 75,861 △4,331

四半期純利益又は四半期純損失（△） 99,475 △38,467
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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又は税引前四半期純損失
（△）

368,488 △22,943

減価償却費 146,420 129,919

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,142 14,859

長期未払金の増減額（△は減少） △6,200 △13,300

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,719 21,935

その他の引当金の増減額（△は減少） △3,874 △11,413

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,975 △18,289

受取利息及び受取配当金 △9,633 △9,602

支払利息 42,639 36,365

投資有価証券評価損益（△は益） 28 18,747

固定資産売却損益（△は益） △1,548 △52,215

固定資産除却損 6,752 42

為替差損益（△は益） 1,548 5,330

デリバティブ評価損益（△は益） 127,124 103,806

売上債権の増減額（△は増加） △382,712 △119,284

たな卸資産の増減額（△は増加） 76,150 216,346

仕入債務の増減額（△は減少） △41,547 37,671

預り金の増減額（△は減少） 936 554

預り敷金及び保証金の受入による収入 1,201 348

預り敷金及び保証金の返還による支出 △1,247 △147,858

未収入金の増減額（△は増加） △291,670 △344,448

その他 63,525 △18,108

小計 89,982 △171,537

利息及び配当金の受取額 9,701 9,460

利息の支払額 △44,385 △39,252

法人税等の支払額 △169,443 △89,419

営業活動によるキャッシュ・フロー △114,144 △290,748

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 △2,106 △500,003

定期預金の払戻による収入 2,012 －

投資有価証券の取得による支出 △4,732 △4,843

有形固定資産の取得による支出 △41,502 △39,984

有形固定資産の売却による収入 1,860 756,934

有形固定資産の除却による支出 △112 △1,347

無形固定資産の取得による支出 △3,779 △2,719

差入保証金の差入による支出 △7,386 △2,674

差入保証金の回収による収入 5,187 2,239

保険積立金の積立による支出 △9,608 △10,579

保険積立金の払戻による収入 33,250 －

長期前払費用の取得による支出 △1,840 △1,658

その他 319 471

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,437 195,834
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） － 100,000

長期借入れによる収入 402,957 600,000

長期借入金の返済による支出 △414,040 △766,726

リース債務の返済による支出 △27,542 △30,443

自己株式の取得による支出 △464 △133

配当金の支払額 △35,949 △46,646

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,039 △143,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,548 △5,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △219,170 △244,193

現金及び現金同等物の期首残高 1,029,428 1,023,128

現金及び現金同等物の四半期末残高 810,258 778,934
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