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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年８月12日付をもって提出いたしました第６期第１四半期（自　平成20月４月１日　至　平成20年

６月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の

訂正報告書を提出するものであります。

なお、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはＸＢＲＬの修正も行いましたので、併

せて修正後のＸＢＲＬ形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を関連書類として提出いたします。

 

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態及び経営成績の分析

 (3) キャッシュ・フローの状況

第５　経理の状況

１　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

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　  を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

（訂正前）

連結経営指標等

回次
第６期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第５期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 4,924,94119,425,748

経常利益 (千円) 105,366649,829

四半期(当期)純利益 (千円) 61,876 380,642

純資産額 (千円) 3,652,2193,651,270

総資産額 (千円) 7,194,8407,431,672

１株当たり純資産額 (円) 241,197.93241,122.87

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 4,086.3925,127.62

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 4,047.2924,754.52

自己資本比率 (％) 50.8 49.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 31,436 362,795

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △29,070△569,150

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △104,473△117,513

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 999,7521,101,860

従業員数 (名) 198 180

(注) ＜略＞
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（訂正後）

連結経営指標等

 

回次
第６期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第５期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 4,924,94119,425,748

経常利益 (千円) 105,366649,829

四半期(当期)純利益 (千円) 61,876 380,642

純資産額 (千円) 3,652,2193,651,270

総資産額 (千円) 7,194,8407,431,672

１株当たり純資産額 (円) 241,197.93241,122.87

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 4,086.3925,127.62

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 4,047.2924,754.52

自己資本比率 (％) 50.8 49.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 31,436 362,795

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △23,144△569,150

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △110,398△117,513

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 999,7521,101,860

従業員数 (名) 198 180

(注) ＜略＞
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第２ 【事業の状況】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

 (3) キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、999百万円となり、前連結会計年

度末に比べ102百万円減少しました。当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの内容は概ね次の

とおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額221百万円、税金等調整前四半期純利益106百

万円が主要な収入であります。また、仕入債務の減少額194百万円、法人税等の支払額113百万円が主要な

支出であります。以上の結果、31百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入42百万円が主要な収入であります。

また、有形固定資産の取得による支出32百万円が主要な支出であります。以上の結果、29百万円の支出と

なりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出55百万円、配当金の支払による支

出48百万円が主要な支出であります。以上の結果、104百万円の支出となりました。

 

（訂正後）

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、999百万円となり、前連結会計年

度末に比べ102百万円減少しました。当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの内容は概ね次の

とおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額221百万円、税金等調整前四半期純利益106百

万円が主要な収入であります。また、仕入債務の減少額194百万円、法人税等の支払額113百万円が主要な

支出であります。以上の結果、31百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入42百万円が主要な収入であります。

また、有形固定資産の取得による支出26百万円が主要な支出であります。以上の結果、23百万円の支出と

なりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出55百万円、配当金の支払による支

出48百万円が主要な支出であります。以上の結果、110百万円の支出となりました。
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第５ 【経理の状況】

１ 【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】

（訂正前）

 （単位：千円）

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日)

(至　平成20年６月30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 106,242

減価償却費 48,351

引当金の増減額（△は減少） △35,579

受取利息及び受取配当金 △1,583

支払利息 7,850

固定資産除却損 401

売上債権の増減額（△は増加） 221,723

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,534

仕入債務の増減額（△は減少） △194,364

その他 △5,263

小計 　 151,313

利息及び配当金の受取額 1,400

利息の支払額 △7,824

法人税等の支払額 △113,452

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 31,436

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 △18,353

定期預金の払戻による収入 42,000

有形固定資産の取得による支出 △32,592

無形固定資産の取得による支出 △130

投資有価証券の取得による支出 △10,439

貸付金の回収による収入 83

保険積立金の払戻による収入 2,618

その他 △12,256

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △29,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △55,655

自己株式の取得による支出 △97

配当金の支払額 △48,720

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △104,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,107

現金及び現金同等物の期首残高 1,101,860

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 999,752
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（訂正後）

 （単位：千円）

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日)

(至　平成20年６月30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 106,242

減価償却費 48,351

引当金の増減額（△は減少） △35,579

受取利息及び受取配当金 △1,583

支払利息 7,850

固定資産除却損 401

売上債権の増減額（△は増加） 221,723

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,534

仕入債務の増減額（△は減少） △194,364

その他 △5,263

小計 　 151,313

利息及び配当金の受取額 1,400

利息の支払額 △7,824

法人税等の支払額 △113,452

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 31,436

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 △18,353

定期預金の払戻による収入 42,000

有形固定資産の取得による支出 △26,667

無形固定資産の取得による支出 △130

投資有価証券の取得による支出 △10,439

貸付金の回収による収入 83

保険積立金の払戻による収入 2,618

その他 △12,256

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △29,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △55,655

自己株式の取得による支出 △97

リース債務の返済による支出 △5,925

配当金の支払額 △48,720

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △110,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,107

現金及び現金同等物の期首残高 1,101,860

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 999,752
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