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（訂正・数値データ訂正あり） 

平成 24 年 11 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について 

 

 

平成 25 年 2月 15 日に発表いたしました「平成 24年 11 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につい

て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 

 決算短信発表後に行っております有価証券報告書の作成過程において、監査法人と協議を行う中で

発覚したため訂正するものです。 

 

2. 訂正箇所及び訂正事項 

訂正箇所は＿線を付して表示しております。 

 

サマリー情報 1ページ目 

1.平成 24 年 11 月期の連結業績（平成 23 年 12 月 1 日～平成 24 年 11 月 30 日） 

（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

24 年 11 月期 △103 274 91 250

23 年 11 月期 △208 △33 190 6

 

（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 11 月期 △103 274 △74 84

23 年 11 月期 △208 △33 190 6



 

4 ページ 

1.経営成績 

（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） 

 当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物が前年同期比 243,952 千円

の増加となり、期末残高は 250,761 千円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により増加した資金は、274,150 千円（前年同期は 33,554 千円の支出）となりました。こ

れは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式による収入 279,813 千円があったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により増加した資金は、91,307 千円（前年同期比 99,106 千円の減少）となりました。これ

は、短期借入金の純増額 91,357 千円による増加があったためであります。 

 

（訂正後） 

 当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物が前年同期比 78,181 千円の

増加となり、期末残高は 84,990 千円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により増加した資金は、274,150 千円（前年同期は 33,554 千円の支出）となりました。こ

れは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 279,813 千円があったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により減少した資金は、74,463 千円（前年同期は 190,413 千円の収入）となりました。こ

れは、短期借入金の純増額 91,357 千円による増加、拘束性預金の預入による支出 165,770 千円があっ

たためであります。 

 

15 ページ 

4.連結財務諸表 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

 前連結会計年度 

(自 平成 22 年 12 月 1 日 

 至 平成 23 年 11 月 30 日）

当連結会計年度 

(自 平成 23 年 12 月 1 日 

 至 平成 24 年 11 月 30 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） 190,413 91,357

 長期借入金の返済による支出 － △50

 財務活動によるキャッシュ・フロー 190,413 91,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,597 △17,903

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △40,686 243,952

現金及び現金同等物の期首残高 45,916 6,808



新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,702 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △123 －

現金及び現金同等物の期末残高 6,808 250,761

 

（訂正後） 

 前連結会計年度 

(自 平成 22 年 12 月 1 日 

 至 平成 23 年 11 月 30 日）

当連結会計年度 

(自 平成 23 年 12 月 1 日 

 至 平成 24 年 11 月 30 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） 190,413 91,357

 長期借入金の返済による支出 － △50

 拘束性預金の預入による支出 － △165,770

 財務活動によるキャッシュ・フロー 190,413 △74,463

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,597 △17,903

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △40,686 78,181

現金及び現金同等物の期首残高 45,916 6,808

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,702 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △123 －

現金及び現金同等物の期末残高 6,808 84,990

 

以上 


