
 

 
                             平成 24 年 11 月 22 日 

各   位 

会 社 名  株式会社  銀 座 山 形 屋 

代表者名   代表取締役社長 山形 政弘 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８２１５） 

問合せ先 

役職・氏名  管理部長  渡辺  光潤 

                      電   話 ０３－６６８０－８７０９ 

 

 

 

（数値データ追加）(訂正・数値データ訂正あり) 

「平成 21 年 3 月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

  

 当社は、平成 24 年 11 月 14 日 22 時 15 分に発表した表記開示資料について、添付しなか

った数値データ（サマリー ＸＢＲＬデータ）を追加送信します。また、一部訂正を要す

る箇所がありましたので、下記のとおり訂正します。 

 

                   

 

 

 記  

 

1. 訂正箇所 

14 ページ「４．連結財務諸表（4）連結キャッシュ・フロー計算書」 

 
 

２. 訂正内容 
  次ページ以降訂正箇所に下線を付しております。 
                                          



（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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,252 △571,675

76,386 61,859

26,584 85,139

△3,284 155,274

12,742 △10,244

△12,146 △4,021

△21,744 △36,796

12,663 5,077

19,713 －

15,119 6,316

－ 560

－ 12,398

81,977 92,107

△18,722 42,022

△102,834 △98,132

△67,366 △24,418

129,341 △264,041

21,765 36,816

－ △560

△49,561 △28,322

税金等調整前当期純利益

減価償却費

減損損失

貸倒引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

受取利息及び受取配当金

固定資産除却損

退店店舗違約金

投資有価証券評価損益（△は益）

支払利息

投資事業組合運用損益（△は益）

売上債権の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

仕入債務の増減額（△は減少）

その他

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 101,546 △256,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △555,705 △1,621

投資有価証券の売却による収入 31,375 －

投資有価証券（投資事業組合）の払戻による収入 10,475 3,740

有形固定資産の取得による支出 △29,302 △48,163

差入保証金及び敷金の預入による支出 △25,176 △431

差入保証金及び敷金の返還による収入 78,377 48,840

貸付けによる支出 － △150,000

その他 △2,734 3,709

投資活動によるキャッシュ・フロー △492,689 △143,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △417 △994

配当金の支払額 △120,973 △86,396

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,390 △87,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △512,534 △487,423

現金及び現金同等物の期首残高 1,623,788 ※  1,111,254

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,111,254 ※  623,830

(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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,252 △571,675

76,386 61,859

26,584 85,139

△3,284 155,274

12,742 10,244

△12,146 △4,021

△21,744 △36,796

12,663 5,077

19,713 －

15,119 6,316

－ 560

－ 12,398

81,977 92,107

△18,722 42,022

△102,834 △98,132

△67,366 △24,418

129,341 △264,041

21,765 36,816

－ △560

△49,561 △28,322

税金等調整前当期純利益

減価償却費

減損損失

貸倒引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

受取利息及び受取配当金

固定資産除却損

退店店舗違約金

投資有価証券評価損益（△は益）

支払利息

投資事業組合運用損益（△は益）

売上債権の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

仕入債務の増減額（△は減少）

その他

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー 101,546 △256,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △555,705 △1,621

投資有価証券の売却による収入 31,375 －

投資有価証券（投資事業組合）の払戻による収入 10,475 3,740

有形固定資産の取得による支出 △29,302 △48,163

差入保証金及び敷金の預入による支出 △25,176 △431

差入保証金及び敷金の返還による収入 78,377 48,840

貸付けによる支出 － △150,000

その他 △2,734 3,709

投資活動によるキャッシュ・フロー △492,689 △143,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △417 △994

配当金の支払額 △120,973 △86,396

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,390 △87,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △512,534 △487,423

現金及び現金同等物の期首残高 1,623,788 ※  1,111,254

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,111,254 ※  623,830

(訂正後)

－ 以上 －
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