
 
平成２２年６月１８日 

 各 位 

会 社 名 中 日 本 興 業 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  服 部  徹 

（コード番号 ９６４３ 名証第２部） 

問合せ先 取締役 経理部担当 経理部上席部長 

三田 則男 

（ＴＥＬ ０５２－５５１－０２７４） 

 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成２２年３月期 決算短信」の一部訂正について 
 

 

平成２２年５月１４日に公表しました「平成２２年３月期 決算短信」の記載内容について、一部誤りがありましたので、

以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 
 

記 
 

○１ページ 

 １．２２年３月期の連結業績（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１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－ 

投資活動による 

キャッシュ・フロ－ 

財務活動による 

キャッシュ・フロ－ 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 
 ２２年３月期 
 ２１年３月期 

       百万円 

    ３８３ 
△ １６５ 

       百万円 

  △   １２ 
△ ９６１ 

      百万円 

△  ２４６ 
   １，１１７ 

        百万円 

７２０ 
    ５９５ 

 

《訂正後》 

 営業活動による 

キャッシュ・フロ－ 

投資活動による 

キャッシュ・フロ－ 

財務活動による 

キャッシュ・フロ－ 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 
 ２２年３月期 
 ２１年３月期 

       百万円 

    ２９１ 
△ １６５ 

       百万円 

     ７９ 
△ ９６１ 

      百万円 

△  ２４６ 
   １，１１７ 

        百万円 

７２０ 
    ５９５ 

 
 

○５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》 
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況

としては、営業活動によるキャッシュ・フローは3億83
百万円の増加となりました。主な要因は、減価償却費2
億53百万円及びたな卸資産の減少88百万による収入で
あります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは12百万円の減

少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得に
よる支出11百万円であります。 

《訂正後》 
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況

としては、営業活動によるキャッシュ・フローは2億91
百万円の増加となりました。主な要因は、減価償却費2
億53百万円及びたな卸資産の減少43百万円による収入
であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは79百万円の増加
となりました。主な要因は、事業譲渡による収入92百
万円と有形固定資産の取得による支出11百万円であり
ます。 

 



その他の流動負債の増減額（△は減少） 6 635 5 436

○１１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》 (単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前当期純損失（△） △59,315 △75,667

　減価償却費 195,714 253,321

　のれん償却額 20,000 -

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 195 1,037

　役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,500 △6,500

　賞与引当金の増減額（△は減少） 200 △950

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,111 △8,520

　受取利息及び受取配当金 △6,973 △5,661

　支払利息 11,231 21,666

　有形固定資産除却損 952 -

　投資有価証券売却損益（△は益） △12,857 -

　投資有価証券評価損益（△は益） 454 -

　固定資産臨時償却費 - 26,878

　減損損失 - 47,135

　売上債権の増減額（△は増加） △21,244 11,195

　たな卸資産の増減額（△は増加） 11,713 88,549

　その他の流動資産の増減額（△は増加） △66,630 31,557

　差入保証金の増減額（△は増加） △289,850 40,782

　長期前払費用の増減額（△は増加） 2,671 1,374

　仕入債務の増減額（△は減少） 70,874 △51,621

　未払金の増減額（△は減少） 970 1,990

　未払消費税等の増減額（△は減少） △26,995 40,002

　未払費用の増減額（△は減少） 14,989 △3,999

その他の流動負債の増減額（△は減少）　 6 635, 5 436,

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,326 △925

　預り保証金の増減額（△は減少） △20,592 △16,392

　小計 △157,918 400,689

　利息及び配当金の受取額 6,638 5,661

　利息の支払額 △11,231 △21,666

　法人税等の支払額 △2,577 △781

　営業活動によるキャッシュ・フロー △165,089 383,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の売却による収入 201,909 -

　投資有価証券の売却による収入 23,134 -

　投資有価証券の取得による支出 △27,868 -

　有形固定資産の取得による支出 △1,151,125 △11,457

　無形固定資産の取得による支出 △7,135 △1,451

　投資活動によるキャッシュ・フロー △961,085 △12,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入れによる収入 1,250,000 -

　リース債務の返済による支出 △7,764 △15,528

　借入金の返済による支出 △92,064 △196,192

　配当金の支払額 △32,353 △32,345

　自己株式の取得による支出 △579 △2,104

　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,117,239 △246,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,934 124,824

現金及び現金同等物の期首残高 604,834 595,900

現金及び現金同等物の期末残高 595,900 720,724



△20,592 △16,392

《訂正後》 (単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △59,315 △75,667

減価償却費 195,714 253,321

のれん償却額 20,000 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 195 1,037

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,500 △6,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 200 △950

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,111 △8,520

受取利息及び受取配当金 △6,973 △5,661

支払利息 11,231 21,666

有形固定資産除却損 952 -

投資有価証券売却損益（△は益） △12,857 -

投資有価証券評価損益（△は益） 454 -

固定資産臨時償却費 - 26,878

減損損失 - 47,135

事業譲渡損益（△は益） - 724

売上債権の増減額（△は増加） △21,244 11,195

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,713 43,826

その他の流動資産の増減額（△は増加） △66,630 23,390

差入保証金の増減額（△は増加） △289,850 942

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,671 1,374

仕入債務の増減額（△は減少） 70,874 △51,621

未払金の増減額（△は減少） 970 1,990

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,995 40,002

未払費用の増減額（△は減少） 14,989 △3,999

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,635 5,436

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,326 △925

預り保証金の増減額（△は減少） △20,592預り保証金の増減額（△は減少） △16,392

小計 △157,918 308,684

利息及び配当金の受取額 6,638 5,661

利息の支払額 △11,231 △21,666

法人税等の支払額 △2,577 △781

営業活動によるキャッシュ・フロー △165,089 291,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 201,909 -

投資有価証券の売却による収入 23,134 -

投資有価証券の取得による支出 △27,868 -

有形固定資産の取得による支出 △1,151,125 △11,457

無形固定資産の取得による支出 △7,135 △1,451

事業譲渡による収入 - 92,004

投資活動によるキャッシュ・フロー △961,085 79,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,250,000 -

リース債務の返済による支出 △7,764 △15,528

借入金の返済による支出 △92,064 △196,192

配当金の支払額 △32,353 △32,345

自己株式の取得による支出 △579 △2,104

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,117,239 △246,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,934 124,824

現金及び現金同等物の期首残高 604,834 595,900

現金及び現金同等物の期末残高 595,900 720,724

以上
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