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（訂正）「平成 21 年３月期第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成 20 年 11 月 14 日に発表いたしました「平成 21 年３月期第２四半期決算短信」の一部に誤

りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は を付しております。 

 

【定性的情報・財務諸表等】 （3 ページ） 

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投資活動によるキャッシュ・フロー 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

５．【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) 
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 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は 210 百万円(前年同期比 9.4%増)となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は 363 百万円（前年同期比 229.7%増）となりました。 

これは、主に定期預金の預入による支出(純額)11 百万円及び有形固定資産の取得による支出 333 百万円

(リース資産取得 212 百万円を含む)によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果得られた資金は 18 百万円(前年同期支出 138 百万円)となりました。 

 これは、主に借入金の借入が 596 百万円、返済が 698 百万円並びに社債の返済 30 百万円及び配当金の支

払 60 百万円、その他リース資産取得の資金 212 百万円によるものであります。 

(訂正後) 
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 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は 210 百万円となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は 151 百万円となりました。 

これは、主に定期預金の預入による支出(純額)11 百万円及び有形固定資産の取得による支出 121 百万円

によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は 193 百万円となりました。 

 これは、主に借入金の借入が 596 百万円、返済が 698 百万円並びに社債の返済 30 百万円及び配当金の支

払 60 百万円によるものであります。 



東京コスモス電機㈱(6772)訂正 平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 
(訂正前) 
５．【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】   
（単位：千円） 

  

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 20 年９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 239,758  

 減価償却費 158,840  

 賞与引当金の増減額（△は減少） 9,463  

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,994  

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,287  

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,200  

 受取利息及び受取配当金 △7,166  

 支払利息 25,362  

  投資有価証券評価損 8,276  

 有形固定資産除却損 835  

 売上債権の増減額（△は増加） 39,557  

 たな卸資産の増減額（△は増加） △45,138  

 仕入債務の増減額（△は減少） △45,513  

 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,317  

 その他 △11,579  

 小計 398,870  

 利息及び配当金の受取額 7,157  

 利息の支払額 △28,380  

 法人税等の支払額 △166,733  

 営業活動によるキャッシュ・フロー 210,914  

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 △272,562  

 定期預金の払戻による収入 261,323  

 有形固定資産の取得による支出 △333,796  

 貸付けによる支出 △6,000  

 貸付金の回収による収入 6,274  

 投資有価証券の取得による支出 △1,104  

 その他 △17,363  

 投資活動によるキャッシュ・フロー △363,230  

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） △4,300  

 長期借入れによる収入 273,300  

 長期借入金の返済による支出 △370,876  

 社債の償還による支出 △30,000  

 自己株式の取得による支出 △784  

 配当金の支払額 △60,802  

 少数株主への配当金の支払額 △103  

 その他 212,181  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 18,615  

現金及び現金同等物に係る換算差額 263  

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △133,436  

現金及び現金同等物の期首残高 1,103,093  

現金及び現金同等物の四半期末残高 969,657  

 



東京コスモス電機㈱(6772)訂正 平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 
(訂正後) 
５．【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】   
（単位：千円） 

  

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 20 年９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 239,758  

 減価償却費 158,840  

 賞与引当金の増減額（△は減少） 9,463  

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,994  

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,287  

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,200  

 受取利息及び受取配当金 △7,166  

 支払利息 25,362  

  投資有価証券評価損 8,276  

 有形固定資産除却損 835  

 売上債権の増減額（△は増加） 39,557  

 たな卸資産の増減額（△は増加） △45,138  

 仕入債務の増減額（△は減少） △45,513  

 未払消費税等の増減額（△は減少） △1,317  

 その他 △11,579  

 小計 398,870  

 利息及び配当金の受取額 7,157  

 利息の支払額 △28,380  

 法人税等の支払額 △166,733  

 営業活動によるキャッシュ・フロー 210,914  

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 △272,562  

 定期預金の払戻による収入 261,323  

 有形固定資産の取得による支出 △121,615  

 貸付けによる支出 △6,000  

 貸付金の回収による収入 6,274  

 投資有価証券の取得による支出 △1,104  

 その他 △17,363  

 投資活動によるキャッシュ・フロー △151,048  

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） △4,300  

 長期借入れによる収入 273,300  

 長期借入金の返済による支出 △370,876  

 社債の償還による支出 △30,000  

 自己株式の取得による支出 △784  

 配当金の支払額 △60,802  

 少数株主への配当金の支払額 △103  

 財務活動によるキャッシュ・フロー △193,566  

現金及び現金同等物に係る換算差額 263  

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △133,436  

現金及び現金同等物の期首残高 1,103,093  

現金及び現金同等物の四半期末残高  969,657  

 

以上 


