
 

 

平成 23 年７月 13 日 

各 位 

会 社 名  株式会社サーラコーポレーション 

代表者名  代表取締役社長 神 野 吾 郎 

（コード番号２７３４ 東証・名証第一部） 

問合せ先 総合企画部広報・ブランドグループ 

マネージャー 奥 田   健 

（ＴＥＬ．０５３２－５１－１１８４） 
 
 
(訂正・数値データ訂正あり)「平成 23 年 11 月期 第 2四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 23 年 7 月 6 日に公表いたしました「平成 23 年 11 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」について、訂正がありましたので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おります。 

 

記 

 

１．訂正箇所 

  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・フローの状況      （3 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 （8ページ） 

 

２．訂正内容 

  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・フローの状況      （3 ページ） 

 【訂正前】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、2,976 百万円（前年同四半期は 1,715 百万円の資金の獲得）

となりました。これは主に、「減価償却費」1,862 百万円、「税金等調整前四半期純利益」1,542

百万円、「仕入債務の増加額」1,096 百万円などの増加要因と、「たな卸資産の増加額」1,063

百万円、「売上債権の増加額」962 百万円などの減少要因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） 

営業活動の結果獲得した資金は、2,976 百万円（前年同四半期は 1,715 百万円の資金の獲得）

となりました。これは主に、「減価償却費」1,862 百万円、「税金等調整前四半期純利益」1,542

百万円、「仕入債務の増加額」1,096 百万円などの増加要因と、「たな卸資産の増加額」1,063

百万円、「売上債権の増加額」556 百万円などの減少要因によるものであります。 



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 （8ページ） 

 

（単位：百万円） 

 当第２四半期連結累計期間 

（自 平成 22 年 12 月１日 

  至 平成 23 年５月 31 日） 

 

【訂正前】 【訂正後】 

売上債権の増減額（△は増加） △962 △556 

その他 768 363 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,976 2,976 

 

 （添付資料） 

訂正前・・・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  

訂正後・・・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  

 

以 上 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５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 1,181 1,542

減価償却費 1,799 1,862

減損損失 144 11

のれん償却額 185 174

負ののれん償却額 △0 △0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 33

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 △98

賞与引当金の増減額（△は減少） △455 △410

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） 50 60

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 167

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △100 △33

修繕引当金の増減額（△は減少） △6 2

受取利息及び受取配当金 △34 △28

支払利息 245 224

持分法による投資損益（△は益） 21 △85

固定資産除売却損益（△は益） △1 △30

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 64 56

売上債権の増減額（△は増加） △31 △962

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,280 △1,063

仕入債務の増減額（△は減少） 1,049 1,096

その他 △887 768

小計 1,985 3,296

利息及び配当金の受取額 41 37

利息の支払額 △260 △233

法人税等の支払額 △188 △169

その他 136 45

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,715 2,976
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

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 △1,342 △1,294

有形固定資産の売却による収入 98 115

無形固定資産の取得による支出 △531 △214

投資有価証券の取得による支出 △3 △1

投資有価証券の売却による収入 5 －

貸付けによる支出 △354 △255

貸付金の回収による収入 421 628

その他 △67 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,773 △1,027

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） 10 420

長期借入れによる収入 500 1,500

長期借入金の返済による支出 △908 △1,354

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △192 △193

少数株主への配当金の支払額 △10 △13

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △88 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △691 265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △749 2,213

現金及び現金同等物の期首残高 9,028 6,894

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,278 9,108



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５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 1,181 1,542

減価償却費 1,799 1,862

減損損失 144 11

のれん償却額 185 174

負ののれん償却額 △0 △0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 33

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 △98

賞与引当金の増減額（△は減少） △455 △410

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） 50 60

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 167

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △100 △33

修繕引当金の増減額（△は減少） △6 2

受取利息及び受取配当金 △34 △28

支払利息 245 224

持分法による投資損益（△は益） 21 △85

固定資産除売却損益（△は益） △1 △30

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 64 56

売上債権の増減額（△は増加） △31 △556

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,280 △1,063

仕入債務の増減額（△は減少） 1,049 1,096

その他 △887 363

小計 1,985 3,296

利息及び配当金の受取額 41 37

利息の支払額 △260 △233

法人税等の支払額 △188 △169

その他 136 45

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,715 2,976
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

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 △1,342 △1,294

有形固定資産の売却による収入 98 115

無形固定資産の取得による支出 △531 △214

投資有価証券の取得による支出 △3 △1

投資有価証券の売却による収入 5 －

貸付けによる支出 △354 △255

貸付金の回収による収入 421 628

その他 △67 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,773 △1,027

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） 10 420

長期借入れによる収入 500 1,500

長期借入金の返済による支出 △908 △1,354

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △192 △193

少数株主への配当金の支払額 △10 △13

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △88 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △691 265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △749 2,213

現金及び現金同等物の期首残高 9,028 6,894

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,278 9,108
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