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平成 23 年６月８日 

各      位 
会 社 名 オ ン キ ヨ ー 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８） 
問合せ先 
役職・氏名 代表取締役副社長 中野 宏 
電話 ０７２－８３１－８００１ 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 23 年５月 13 日に発表いたしました平成 23 年３月期 決算短信について訂正がありましたので、別紙

のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信い

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。 
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＜別紙＞ 

 

サマリー情報 １ページ 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

  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

23 年 3 月期 2,440 2,673 △2,871 10,571

22 年 3 月期 － － － －

 

（訂正後） 

  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

23 年 3 月期 2,586 5,467 △5,811 10,571

22 年 3 月期 － － － －

 

添付資料 ４ページ 

(2) 財政状態に関する分析 

 ② キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、24 億 40 百万円の増加となりました。これは主に、

有形固定資産の売却損益によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、26 億 73 百万円の増加となりました。これは主に、

有形固定資産の売却による収入がその他の投資活動による支出を上回った事によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における財務活動により変動したキャッシュは、28 億 71 百万円の減少となりました。これは、固

定資産の売却により借入金等の有利子負債を早期償還したことによるものであります。 

 

（訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、25 億 86 百万円の増加となりました。これは主に、

債権回収が順調に進み売上債権が減少する一方、支払条件が改善され仕入債務、未払金および未払費用が

増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、54 億 67 百万円の増加となりました。これは主に、

有形固定資産の売却による収入がその他の投資活動による支出を上回った事によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における財務活動により変動したキャッシュは、58 億 11 百万円の減少となりました。これは、固

定資産の売却により借入金等の有利子負債を早期償還したことによるものであります。 
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添付資料 18 ページ 

（訂正前） 
 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

  

当連結会計年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23 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（△） △2,107

  減価償却費 847

  減損損失 45

  関係会社清算損益（△は益） 215

  訴訟関連損失 507

  負ののれん償却額 △449

  投資有価証券売却損益（△は益） △630

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △26

  製品保証引当金の増減額（△は減少） 184

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △11

  受取利息及び受取配当金 △15

  支払利息 320

  為替差損益（△は益） 113

  固定資産売却損益（△は益） 2,140

  固定資産除却損 19

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 30

  持分法による投資損益（△は益） 429

  売上債権の増減額（△は増加） 1,155

  たな卸資産の増減額（△は増加） △1,055

  仕入債務の増減額（△は減少） 202

  未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 500

  未収入金の増減額（△は増加） 643

  その他 30

  小計 3,087

  利息及び配当金の受取額 13

  利息の支払額 △285

  法人税等の支払額 △374

  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,440

投資活動によるキャッシュ・フロー   

  長期性預金の預入による支出 △591

  長期預り保証金の返還による支出 △2,940

  有形固定資産の取得による支出 △739

  有形固定資産の売却による収入 6,218

  無形固定資産の取得による支出 △44

  投資有価証券の売却による収入 679

  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に

よる収入（純額） 
△8

  貸付金の回収による収入 100

  その他 0

  投資活動によるキャッシュ・フロー 2,673
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（単位：百万円）

    

当連結会計年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23 年３月 31 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） △4,974

  長期借入れによる収入 10,600

  長期借入金の返済による支出 △7,223

  社債の償還による支出 △1,400

  配当金の支払額 △47

  少数株主からの払込みによる収入 300

  減資による少数株主への支払額 △109

  自己株式の取得による支出 △0

  自己株式の売却による収入 0

  その他 △16

  財務活動によるキャッシュ・フロー △2,871

現金及び現金同等物に係る換算差額 △370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,871

現金及び現金同等物の期首残高 8,686

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 12

現金及び現金同等物の期末残高 10,571
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（訂正後） 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

  

当連結会計年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23 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（△） △2,107

  減価償却費 847

  減損損失 45

  関係会社清算損益（△は益） 215

  訴訟損失引当金繰入額 507

  負ののれん償却額 △449

  投資有価証券売却損益（△は益） △629

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △26

  製品保証引当金の増減額（△は減少） 184

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △11

  受取利息及び受取配当金 △15

  支払利息 320

  為替差損益（△は益） 113

  固定資産売却損益（△は益） 2,148

  固定資産除却損 11

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 30

  持分法による投資損益（△は益） 429

  売上債権の増減額（△は増加） 1,155

  たな卸資産の増減額（△は増加） △1,055

  仕入債務の増減額（△は減少） 202

  未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 500

  未収入金の増減額（△は増加） 587

  その他 138

  小計 3,141

  利息及び配当金の受取額 13

  利息の支払額 △285

  法人税等の支払額 △281

  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,586

投資活動によるキャッシュ・フロー   

  長期性預金の預入による支出 △591

  有形固定資産の取得による支出 △739

  有形固定資産の売却による収入 6,122

  無形固定資産の取得による支出 △95

  投資有価証券の売却による収入 679

  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に

よる収入（純額） 
△8

  貸付金の回収による収入 100

  その他 0

  投資活動によるキャッシュ・フロー 5,467



 

- 6 - 

 

 
（単位：百万円）

    

当連結会計年度 

(自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23 年３月 31 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） △4,974

  長期借入れによる収入 10,600

  長期借入金の返済による支出 △7,223

  長期預り保証金の返還による支出 △2,940

  社債の償還による支出 △1,400

  配当金の支払額 △47

  少数株主からの払込みによる収入 300

  減資による少数株主への支払額 △109

  自己株式の取得による支出 △0

  自己株式の売却による収入 0

  その他 △16

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,811

現金及び現金同等物に係る換算差額 △370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,871

現金及び現金同等物の期首残高 8,686

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 12

現金及び現金同等物の期末残高 10,571

 


