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 （訂正・数値データ訂正あり） 

平成23年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について 

 

平成23年２月４日に開示いたしました、「平成23年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕

(連結)」の一部訂正を行いましたので、お知らせいたします。(訂正箇所には下線を表示してお

ります。) 
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訂正箇所 

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】 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

  

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31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 958 129,077

 減価償却費 80,020 96,369

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,106 7,720

 賞与引当金の増減額（△は減少） △22,161 △6,788

 受取利息及び受取配当金 △348 △649

 支払利息 4,811 5,164

 持分法による投資損益（△は益） △5,307 △2,048

 投資有価証券売却損益（△は益） △549 －

 投資有価証券評価損益（△は益） 2,595 －

 固定資産除却損 273 840

 有形固定資産売却損益（△は益） － 397

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,786

 売上債権の増減額（△は増加） 110,371 111,226

 たな卸資産の増減額（△は増加） △8,932 3,523

 仕入債務の増減額（△は減少） △66,516 △17,947

 未払金の増減額（△は減少） △17,056 8,602

 未払消費税等の増減額（△は減少） △30,993 △71

 その他 50,974 102,103

 小計 95,033 439,305



(単位：千円)

  

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

 利息及び配当金の受取額 371 770

 利息の支払額 △4,105 △3,917

 保険金の受取額 － 846

 法人税等の支払額 △52,312 △84,818

 法人税等の還付額 － 12,789

 営業活動によるキャッシュ・フロー 38,987 364,977

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 固定資産の取得による支出 △71,427 △141,394

 固定資産の売却による収入 93 3,789

 貸付けによる支出 △14,000 14,000

 貸付金の回収による収入 48,000 －

 投資有価証券の取得による支出 － △66,000

 投資有価証券の売却による収入 750 －

 差入保証金の差入による支出 △349 △4,810

 差入保証金の回収による収入 2,084 64,636

 関係会社株式の取得による支出 △30,000 －

 子会社株式の売却による収入 25,250 －

 その他 △6,731 △7,733

 投資活動によるキャッシュ・フロー △46,330 △137,512
 
財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △120,332 △182,932

 ストックオプションの行使による収入 － 15,465

 自己株式の処分による収入 960 3,240

 自己株式の取得による支出 △1,873 △75

 配当金の支払額 △7,499 △7,488

 財務活動によるキャッシュ・フロー △128,744 △171,791



財務活動によるキャッシュ・フロー   

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △136,088 55,673

現金及び現金同等物の期首残高 1,077,783 1,211,757

現金及び現金同等物の四半期末残高 941,695 1,267,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

  

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31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 958 129,077

 減価償却費 80,020 96,369

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,106 7,720

 賞与引当金の増減額（△は減少） △22,161 △6,788

 受取利息及び受取配当金 △348 △649

 支払利息 4,811 5,164

 持分法による投資損益（△は益） △5,307 △2,048

 投資有価証券売却損益（△は益） △549 －

 投資有価証券評価損益（△は益） 2,595 －

 固定資産除却損 273 840

 有形固定資産売却損益（△は益） － 397

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,786

 売上債権の増減額（△は増加） 110,371 111,226

 たな卸資産の増減額（△は増加） △8,932 3,523

 仕入債務の増減額（△は減少） △66,516 △17,947

 未払金の増減額（△は減少） △17,056 8,602

 未払消費税等の増減額（△は減少） △30,993 △71

 その他 50,974 102,103

 小計 95,033 439,305

 利息及び配当金の受取額 371 770

 利息の支払額 △4,105 △3,917

 保険金の受取額 － 846

 法人税等の支払額 △52,312 △84,818



(単位：千円)

  

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

 法人税等の還付額 － 12,789

 営業活動によるキャッシュ・フロー 38,987 364,977

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 固定資産の取得による支出 △71,427 △141,394

 固定資産の売却による収入 93 3,789

 貸付けによる支出 △14,000 －

 貸付金の回収による収入 48,000 14,000

 投資有価証券の取得による支出 － △66,000

 投資有価証券の売却による収入 750 －

 差入保証金の差入による支出 △349 △4,810

 差入保証金の回収による収入 2,084 64,636

 関係会社株式の取得による支出 △30,000 －

 子会社株式の売却による収入 25,250 －

 その他 △6,731 △7,733

 投資活動によるキャッシュ・フロー △46,330 △137,512
 
財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △120,332 △182,932

 ストックオプションの行使による収入 － 15,465

 自己株式の処分による収入 960 3,240

 自己株式の取得による支出 △1,873 △75

 配当金の支払額 △7,499 △7,488

 財務活動によるキャッシュ・フロー △128,744 △171,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △136,088 55,673

現金及び現金同等物の期首残高 1,077,783 1,211,757

現金及び現金同等物の四半期末残高 941,695 1,267,431

 

以上 


