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平成 24 年 5 月 18 日 

 

各      位 

 

会 社 名   横 浜 丸 魚 株 式 会 社 

代表者名   代表取締役社長  岩 瀬 一 雄 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ８０４５） 

問合せ先   取締役執行役員  成 田 秀 昭 

（ＴＥＬ．０４５－４５９－２９２１） 

 

 

（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 

 

 

 当社は、平成 23 年 5月 19 日に開示しました「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容について、一

部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。 

 

 

記 

 

 

１．訂正の理由 

  当社は、平成 23 年５月 19 日に開示しました平成 23 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）において、連結キャッシュ・

フロー計算書の「その他の流動負債の増減額」と「投資有価証券の取得による支出」の科目に株式取得代金の一部未精算

のものを記載誤りしておりましたので、訂正いたしました。 

 

２．訂正の内容 

  訂正箇所については、訂正前と訂正後を添付のうえ、＿を付して表示しております。 
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（平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）） 

【訂正前】 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 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

 

23 年３月期 

22 年３月期 

百万円 

 250 

 792 

百万円

△217 

  16 

百万円 

 △205 

 △365 

百万円

 2,797 

 2,969 

 

【訂正後】 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 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

 

23 年３月期 

22 年３月期 

百万円 

  55 

 792 

百万円

 △23 

  16 

百万円 

 △205 

 △365 

百万円

 2,797 

 2,969 

 

（３ページ） 

【訂正前】 

（２）財政状態に関する分析 

＜中略＞ 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による獲得した資金 250 百万円、

投資活動による使用した資金 217 百万円及び財務活動による使用した資金 205 百万円により、前連結会計年度末に比べ

172 百万円減少し、当連結会計年度末には 2,797 百万円（前年同期比 5.8％減）となりました。 

 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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 250 百万円（前年同期比 68.4％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期

純利益 121 百万円及び利息及び配当金の受取額 147 百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は 217 百万円（前連結会計年度獲得資金 16 百万円）となりました。これは主に、投資

有価証券の売却及び取得の純額による支出 494 百万円、有形・無形固定資産の売却及び取得の純額による収入 274 百

万円によるものであります。 

＜中略＞ 

 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期

自己資本比率(％) 54.7 58.0 58.9 60.6 61.3 

時価ベースの自己資

本比率(％) 
22.4 17.1 16.4 15.1 16.5 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(％) 
0.5 － 0.2 0.1 0.2 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ(％) 
160.0 － 228.0 405.7 104.6 

（計算式） 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対 

象としております。 
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【訂正後】 

（２）財政状態に関する分析 

＜中略＞ 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による獲得した資金 55 百万円、

投資活動による使用した資金 23 百万円及び財務活動による使用した資金 205 百万円により、前連結会計年度末に比べ

172 百万円減少し、当連結会計年度末には 2,797 百万円（前年同期比 5.8％減）となりました。 

 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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 55 百万円（前年同期比 92.9％減）となりました。これは主に、売上債権の減少額

776 百万円及びたな卸資産の増加額 206 百万円並びに仕入債務の減少額 470 百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は 23 百万円（前連結会計年度獲得資金 16 百万円）となりました。これは主に、投資

有価証券の売却及び取得の純額による支出 300 百万円、有形・無形固定資産の売却及び取得の純額による収入 274 百

万円によるものであります。 

＜中略＞ 

 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期

自己資本比率(％) 54.7 58.0 58.9 60.6 61.3 

時価ベースの自己資

本比率(％) 
22.4 17.1 16.4 15.1 16.5 

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率

(％) 

0.5 － 0.2 0.1 0.8 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ(％) 
160.0 － 228.0 405.7 23.4 

（計算式） 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対 

象としております。 
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（12 ページ～13 ページ） 

【訂正前】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

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利益 420,801 121,855
  減価償却費 309,981 288,435
  減損損失 20,621 2,877
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,940
  負ののれん償却額 △1,060 －
  負ののれん発生益 － △1,042
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △329,750 △263,433
  賞与引当金の増減額（△は減少） △11,568 △2,867
  海外事業損失引当金の増減額（△は減少） △4,300 －
  退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,842 △12,832
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,415 30,690
  受取利息及び受取配当金 △150,354 △165,857
  支払利息 1,930 2,390
  有形固定資産売却損益（△は益） △558 △235,266
  有形固定資産除却損 746 3,152
  投資有価証券売却損益（△は益） △129,602 －
  投資有価証券評価損益（△は益） 10,402 96,747
  売上債権の増減額（△は増加） 547,831 776,483
  たな卸資産の増減額（△は増加） 292,441 △206,999
  仕入債務の増減額（△は減少） △472,316 △470,169
  未払消費税等の増減額（△は減少） △7,554 △5,051
  その他の流動資産の増減額（△は増加） 73,147 11,536
  その他の流動負債の増減額（△は減少） 39,192 128,746
  預り保証金の増減額（△は減少） 109,660 1,899
  小計 677,434 125,235
  利息及び配当金の受取額 135,942 147,830
  利息の支払額 △1,953 △2,390
  法人税等の支払額 △19,045 △20,530
  営業活動によるキャッシュ・フロー 792,377 250,145
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(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

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) 

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
  有価証券の償還による収入 9,960 －
  有形固定資産の取得による支出 △117,330 △34,782
  有形固定資産の売却による収入 2,872 339,683
  無形固定資産の取得による支出 △127,907 △30,708
  投資有価証券の取得による支出 △61,763 △1,265,049
  投資有価証券の売却による収入 190,565 5,568
  投資有価証券の償還による収入 － 765,000
  貸付けによる支出 △11,280 △8,900
  貸付金の回収による収入 107,522 7,816
  その他の支出 △2,919 △3,819
  その他の収入 26,494 7,736
  投資活動によるキャッシュ・フロー 16,212 △217,457

財務活動によるキャッシュ・フロー 
  短期借入金の返済による支出 △70,000 －
  リース債務の返済による支出 △129,814 △104,480
  長期借入金の返済による支出 △63,110 －
  自己株式の取得による支出 △2,174 △523
  配当金の支払額 △99,344 △99,588
  少数株主への配当金の支払額 △726 △726
  財務活動によるキャッシュ・フロー △365,169 △205,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 443,420 △172,631

現金及び現金同等物の期首残高 2,526,383 2,969,803

現金及び現金同等物の期末残高 2,969,803 2,797,172
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【訂正後】 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

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利益 420,801 121,855
  減価償却費 309,981 288,435
  減損損失 20,621 2,877
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,940
  負ののれん償却額 △1,060 －
  負ののれん発生益 － △1,042
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △329,750 △263,433
  賞与引当金の増減額（△は減少） △11,568 △2,867
  海外事業損失引当金の増減額（△は減少） △4,300 －
  退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,842 △12,832
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,415 30,690
  受取利息及び受取配当金 △150,354 △165,857
  支払利息 1,930 2,390
  有形固定資産売却損益（△は益） △558 △235,266
  有形固定資産除却損 746 3,152
  投資有価証券売却損益（△は益） △129,602 －
  投資有価証券評価損益（△は益） 10,402 96,747
  売上債権の増減額（△は増加） 547,831 776,483
  たな卸資産の増減額（△は増加） 292,441 △206,999
  仕入債務の増減額（△は減少） △472,316 △470,169
  未払消費税等の増減額（△は減少） △7,554 △5,051
  その他の流動資産の増減額（△は増加） 73,147 11,536
  その他の流動負債の増減額（△は減少） 39,192 △65,532
  預り保証金の増減額（△は減少） 109,660 1,899
  小計 677,434 △69,043
  利息及び配当金の受取額 135,942 147,830
  利息の支払額 △1,953 △2,390
  法人税等の支払額 △19,045 △20,530
  営業活動によるキャッシュ・フロー 792,377 55,866
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(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

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) 

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
  有価証券の償還による収入 9,960 －
  有形固定資産の取得による支出 △117,330 △34,782
  有形固定資産の売却による収入 2,872 339,683
  無形固定資産の取得による支出 △127,907 △30,708
  投資有価証券の取得による支出 △61,763 △1,070,770
  投資有価証券の売却による収入 190,565 5,568
  投資有価証券の償還による収入 － 765,000
  貸付けによる支出 △11,280 △8,900
  貸付金の回収による収入 107,522 7,816
  その他の支出 △2,919 △3,819
  その他の収入 26,494 7,736
  投資活動によるキャッシュ・フロー 16,212 △23,178

財務活動によるキャッシュ・フロー 
  短期借入金の返済による支出 △70,000 －
  リース債務の返済による支出 △129,814 △104,480
  長期借入金の返済による支出 △63,110 －
  自己株式の取得による支出 △2,174 △523
  配当金の支払額 △99,344 △99,588
  少数株主への配当金の支払額 △726 △726
  財務活動によるキャッシュ・フロー △365,169 △205,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 443,420 △172,631

現金及び現金同等物の期首残高 2,526,383 2,969,803

現金及び現金同等物の期末残高 2,969,803 2,797,172
    

  

以 上 


