
  
                                      平成24年5月31日

 各  位  
  

                   会 社 名  日本伸銅株式会社       
                          代表者名  代表取締役社長 八木 善治 
                          (コード番号：5753 東証・大証各第二部）

                          問合せ先  取締役管理本部長 谷口庸三郎
                                （TEL：072-229-0346）

  

(訂正・数値データ訂正あり） 

「平成24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24年5月14日に発表いたしました「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に訂
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。 
 なお、訂正箇所には網掛け、下線を付して表示しております。  
  

記 
  
【訂正箇所】 
１. サマリー情報 
 （３）連結キャッシュ・フローの状況 
  

 

 
  

 

 
  
２. 添付資料3ページ 

 （訂正前） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前期に比べて1,753百万円増加の1,902百万円となりました。これ
は主に固定資産圧縮損9,673百万円、売上債権の減少1,533百万円とたな卸資産の減少1,137百万円お
よび圧縮記帳特別勘定取崩益10,045百万円、仕入債務の減少734百万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） 

投資活動の結果得られた資金は、前期に比べて5,337百万円増加の1,346百万円となりました。これ
は主に収用に係る補償金入金による収入2,137百万円と設備取得のための支出806百万円によるもので
あります。 

     〈中略〉 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

 （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

24年3月期 1,902 1,346 △3,420 1,120

23年3月期 148 △3,990 3,742 1,291

 （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

24年3月期 1,884 1,365 △3,420 1,120

23年3月期 148 △3,990 3,742 1,291

（２）財政状態に関する分析
 ②キャッシュ・フローの状況

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 平成24年３月期

自己資本比率（％） 20.9 20.3 20.3 18.0 39.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

24.0 11.7 14.5 12.9 22.5

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

3.0 0.4 ― 55.1 2.6

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

20.3 220.4 ― 2.2 29.5

－ 1 －

KW20
新規スタンプ



  
 （訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は、前期に比べて1,735百万円増加の1,884百万円となりました。これ

は主に固定資産圧縮損9,673百万円、売上債権の減少1,533百万円とたな卸資産の減少1,137百万円お
よび圧縮記帳特別勘定取崩益10,045百万円、仕入債務の減少734百万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） 

投資活動の結果得られた資金は、前期に比べて5,355百万円増加の1,365百万円となりました。これ
は主に収用に係る補償金入金による収入2,137百万円と設備取得のための支出807百万円によるもので
あります。 

     〈中略〉 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

３. 添付資料12～13ページ 

 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 （訂正前） 

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 平成24年３月期

自己資本比率（％） 20.9 20.3 20.3 18.0 39.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

24.0 11.7 14.5 12.9 22.5

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

3.0 0.4 ― 55.1 2.6

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

20.3 220.4 ― 2.2 29.2

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

〈中略〉

売上債権の増減額（△は増加） △570,893 1,533,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,589,525 1,137,770

仕入債務の増減額（△は減少） 1,076,721 △734,950

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,524 △11,948

その他 △28,343 193,665

小計 229,307 2,675,854

利息及び配当金の受取額 53,802 22,621

利息の支払額 △67,755 △64,580

法人税等の支払額 △66,459 △731,057

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,895 1,902,837

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 △48,000 △33,000

定期預金の払戻による収入 58,000 48,000

有価証券の取得による支出 △19,970 －

有価証券の売却による収入 20,338 －

有価証券の償還による収入 3,600,000 300,000

有形固定資産の取得による支出 △39,780 △12,416

有形固定資産の売却による収入 47 9,499

無形固定資産の取得による支出 △8,420 △11,934

投資有価証券の取得による支出 △6,016 △4,583

投資有価証券の売却による収入 － 62

保険積立金の積立による支出 △2,542 △2,463

保険積立金の解約による収入 2,795 －

－ 2 －



  

 
  
 （訂正後） 

 
  

                                       以 上 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

ゴルフ会員権の取得による支出 △10,000 －

ゴルフ会員権の売却による収入 1,797 －

収用に係る補償金入金による収入 － 2,137,091

収用に係る経費分による支出 △228,715 △270,304

収用に係る設備取得のための支出 △7,310,794 △806,279

その他 405 △7,283

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,990,856 1,346,388

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

〈中略〉

売上債権の増減額（△は増加） △570,893 1,533,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,589,525 1,137,770

仕入債務の増減額（△は減少） 1,076,721 △734,950

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,524 △11,948

その他 △28,343 171,565

小計 229,307 2,653,753

利息及び配当金の受取額 53,802 22,621

利息の支払額 △67,755 △64,580

法人税等の支払額 △66,459 △727,618

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,895 1,884,176

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 △48,000 △33,000

定期預金の払戻による収入 58,000 48,000

有価証券の取得による支出 △19,970 －

有価証券の売却による収入 20,338 －

有価証券の償還による収入 3,600,000 300,000

有形固定資産の取得による支出 △39,780 △10,719

有形固定資産の売却による収入 47 9,499

無形固定資産の取得による支出 △8,420 △4,441

投資有価証券の取得による支出 △6,016 △4,583

投資有価証券の売却による収入 － 62

保険積立金の積立による支出 △2,542 △2,463

保険積立金の解約による収入 2,795 －

ゴルフ会員権の取得による支出 △10,000 －

ゴルフ会員権の売却による収入 1,797 －

収用に係る補償金入金による収入 － 2,137,091

収用に係る経費分による支出 △228,715 △259,137

収用に係る設備取得のための支出 △7,310,794 △807,976

その他 405 △7,283

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,990,856 1,365,049

－ 3 －




