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（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 23 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 

平成 23 年 2 月 4 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の

記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正部分については下線

を付しております。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 

記 

 

 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

  ② キャッシュ・フローの状況 (2 ページ) 

 

(訂正前) 
当第３四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べ

15,413 百万円増加し、60,967 百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等がありましたが、税金等調整前四半期純利益 5,486 百万円の

計上、仕入債務の増加等により、14,626 百万円の収入超過（前第３四半期連結会計期間は 10,943 百万円の収入超過）と

なりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出 3,690 百万円、投資有価証券取得による支出 2,117

百万円等により、7,895 百万円の支出超過（前第３四半期連結会計期間は 3,155 百万円の支出超過）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加 15,381 百万円等により、14,041 百万円の収入超過（前第３

四半期連結会計期間は 8,855 百万円の収入超過）となりました。 

 

(訂正後) 

当第３四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べ

15,413 百万円増加し、60,967 百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等がありましたが、税金等調整前四半期純利益 5,486 百万円の

計上、仕入債務の増加等により、14,626 百万円の収入超過（前第３四半期連結累計期間は 10,943 百万円の収入超過）と

なりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出 3,570 百万円、投資有価証券取得による支出 2,117

百万円等により、7,775 百万円の支出超過（前第３四半期連結累計期間は 3,155 百万円の支出超過）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加 15,381 百万円等により、13,922 百万円の収入超過（前第３

四半期連結累計期間は 8,855 百万円の収入超過）となりました。 
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3. 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 (9 ページ) 

 

(訂正前) 
（単位：百万円）

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 △54 △54
 定期預金の払戻による収入 72 72
 有価証券の売却による収入 － 0
 有形固定資産の取得による支出 △3,168 △3,690
 有形固定資産の売却による収入 482 372
 無形固定資産、投資その他の資産の増減額（△は

増加） 
△168 △191

 投資有価証券の取得による支出 △67 △2,117
 投資有価証券の売却による収入 21 －
 貸付けによる支出 △478 △1,436
 貸付金の回収による収入 205 784
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
－ △1,634

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,155 △7,895

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） 10,207 15,381
 長期借入金の返済による支出 △234 △83
 社債の償還による支出 － △245
 リース債務の返済による支出 △70 △29
 自己株式の純増減額（△は増加） △11 △14
 配当金の支払額 △828 △802
 少数株主への配当金の支払額 △207 △163
 財務活動によるキャッシュ・フロー 8,855 14,041

現金及び現金同等物に係る換算差額 66 △5,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,710 15,413

現金及び現金同等物の期首残高 20,601 45,553

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 188 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 37,500 60,967
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(訂正後) 
（単位：百万円）

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 △54 △54
 定期預金の払戻による収入 72 72
 有価証券の売却による収入 － 0
 有形固定資産の取得による支出 △3,168 △3,570
 有形固定資産の売却による収入 482 372
 無形固定資産、投資その他の資産の増減額（△は

増加） 
△168 △191

 投資有価証券の取得による支出 △67 △2,117
 投資有価証券の売却による収入 21 －
 貸付けによる支出 △478 △1,436
 貸付金の回収による収入 205 784
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
－ △1,634

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,155 △7,775

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） 10,207 15,381
 長期借入金の返済による支出 △234 △83
 社債の償還による支出 － △245
 リース債務の返済による支出 △70 △149
 自己株式の純増減額（△は増加） △11 △14
 配当金の支払額 △828 △802
 少数株主への配当金の支払額 △207 △163
 財務活動によるキャッシュ・フロー 8,855 13,922

現金及び現金同等物に係る換算差額 66 △5,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,710 15,413

現金及び現金同等物の期首残高 20,601 45,553

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 188 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 37,500 60,967

 

 

 

以  上 
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