
平成23年６月２日

各位  

 会社名：フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

（コード：８４６２ ＪＡＳＤＡＱ スタンダード）

代表者名：代表取締役社長    川分  陽二

問合せ先：取締役管理本部長  鈴木  智久

（ＴＥＬ：０７５－２５７－２５１１）

  

 （訂正・数値データ訂正）平成22年３月期決算短信の一部訂正について 

当社が平成22年５月13日に開示いたしました平成22年３月期決算短信の内容につきして、一部訂正があ

りましたので、お知らせいたします。 

なお、関連する有価証券報告書につきましても、本日付けで訂正報告書を近畿財務局長に提出しており

ます。 

  

 記 

 平成22年３月期 決算短信         （平成22年５月13日公表） 

  

第13期の有価証券報告書の作成過程において、第12期第３四半期決算以降における連結キャッシュ・

フローの資金の範囲に係る不備を発見し、既に開示しております第12期第３四半期以降第13期末までの

四半期決算短信及び決算短信における連結財務諸表のキャッシュ・フロー計算書、財政状態に関する分

析（キャッシュ・フローの状況）及び注記事項（連結キャッシュ・フロー計算書関係）の記載に誤りが

判明いたしました。この原因は、決算財務報告プロセスにおけるチェック項目の運用が不十分であった

ことに起因しております。 

なお、本訂正事項は、当社が管理・運営する投資事業組合が保有する定期預金の内、預入期間が３か

月超の金額を連結キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物から控除するものであります。従い

まして、本訂正による各連結会計年度の経営成績への影響はありません。 

  

訂正箇所は、次頁以下に  （下線）を付して示しております。 

  

 

１．訂正する決算短信

２．訂正理由

３．訂正箇所
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平成22年３月期 決算短信 

（サマリー情報） 

【訂正前】 

＜省略＞ 

 

 
＜省略＞ 

  

【訂正後】 

＜省略＞ 

 

 
＜省略＞ 

  

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

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

22年３月期 △954 36 △164 3,690

21年３月期 △1,382 32 218 4,773

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

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

22年３月期 △954 △763 △164 2,890

21年３月期 △1,382 32 218 4,773
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（７頁） 

【訂正前】 

１．経営成績 

(2) 財政状態に関する分析 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「キャッシュ」という。）は、前連結会計年度

末より1,082百万円減少し、3,690百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの

状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

＜省略＞ 

②投資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・フローは36百万円のキャッシュインフロー（前連結会計年度末32百万円の

キャッシュインフロー）となりました。これは主に京都本社の事務所縮小、東京支店及び愛媛事務所の移

転に伴う敷金の返金17百万円及び保険積立金の解約払戻金21百万円によるものです。 

＜省略＞ 

  

【訂正後】 

１．経営成績 

(2) 財政状態に関する分析 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「キャッシュ」という。）は、前連結会計年度

末より1,882百万円減少し、2,890百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの

状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

＜省略＞ 

②投資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・フローは763百万円のキャッシュアウトフロー（前連結会計年度末32百万

円のキャッシュインフロー）となりました。これは主に投資事業組合における定期預金の預入による支出

800百万円、京都本社の事務所縮小、東京支店及び愛媛事務所の移転に伴う敷金の返金17百万円及び保険

積立金の解約払戻金21百万円によるものです。 

＜省略＞ 
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（22頁） 

【訂正前】 

３．連結財務諸表 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(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（△） △5,003,670 △4,043,861

減価償却費 19,210 17,515

株式報酬費用 － 5,665

保険解約損益（△は益） － 13,714

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,169,157 780,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,860 △13,977

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,791 1,299

受取利息及び受取配当金 △40,763 △15,472

資金原価及び支払利息 47,833 44,852

有形固定資産除却損 4,997 5,429

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 594,647 2,316,538

未収入金の増減額（△は増加） △1,628 △6,727

未払金の増減額（△は減少） △726 7,894

前受金の増減額（△は減少） 315 △4,990

未払消費税等の増減額（△は減少） △214 △1,371

預り金の増減額（△は減少） △200,076 △210,192

その他 60,700 190,190

小計 △1,362,908 △913,459

利息及び配当金の受取額 40,230 16,453

利息の支払額 △47,289 △45,533

法人税等の支払額 △12,166 △11,746

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,382,133 △954,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,604 △3,491

敷金及び保証金の回収による収入 53,099 17,344

敷金及び保証金の差入による支出 △14,299 △3,222

貸付金の回収による収入 500 3,775

保険積立金の解約による収入 － 21,142

定期預金の払戻による収入 1,150,000 －

定期預金の預入による支出 △1,150,000 －

その他 14 869

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,709 36,418

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） △1,515,000 △50,000

長期借入れによる収入 1,238,000 －

長期借入金の返済による支出 △233,460 △119,395

株式の発行による収入 49,450 130,260

株式の発行による支出 △782 △6,058

社債の発行による収入 － 55,000

社債の償還による支出 － △36,000

少数株主に対する分配金による支出 △246,270 △315,655

少数株主からの払込みによる収入 941,150 190,000

その他 △14,276 △12,645

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,810 △164,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,130,613 △1,082,360

現金及び現金同等物の期首残高 5,903,871 4,773,257

現金及び現金同等物の期末残高 ※1, ※2 4,773,257 ※1, ※2 3,690,896
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【訂正後】 

３．連結財務諸表 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(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（△） △5,003,670 △4,043,861

減価償却費 19,210 17,515

株式報酬費用 － 5,665

保険解約損益（△は益） － 13,714

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,169,157 780,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,860 △13,977

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,791 1,299

受取利息及び受取配当金 △40,763 △15,472

資金原価及び支払利息 47,833 44,852

有形固定資産除却損 4,997 5,429

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 594,647 2,316,538

未収入金の増減額（△は増加） △1,628 △6,727

未払金の増減額（△は減少） △726 7,894

前受金の増減額（△は減少） 315 △4,990

未払消費税等の増減額（△は減少） △214 △1,371

預り金の増減額（△は減少） △200,076 △210,192

その他 60,700 190,190

小計 △1,362,908 △913,459

利息及び配当金の受取額 40,230 16,453

利息の支払額 △47,289 △45,533

法人税等の支払額 △12,166 △11,746

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,382,133 △954,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,604 △3,491

敷金及び保証金の回収による収入 53,099 17,344

敷金及び保証金の差入による支出 △14,299 △3,222

貸付金の回収による収入 500 3,775

保険積立金の解約による収入 － 21,142

定期預金の払戻による収入 1,150,000 －

定期預金の預入による支出 △1,150,000 ※1 △800,000

その他 14 869

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,709 △763,581

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） △1,515,000 △50,000

長期借入れによる収入 1,238,000 －

長期借入金の返済による支出 △233,460 △119,395

株式の発行による収入 49,450 130,260

株式の発行による支出 △782 △6,058

社債の発行による収入 － 55,000

社債の償還による支出 － △36,000

少数株主に対する分配金による支出 △246,270 △315,655

少数株主からの払込みによる収入 941,150 190,000

その他 △14,276 △12,645

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,810 △164,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,130,613 △1,882,360

現金及び現金同等物の期首残高 5,903,871 4,773,257

現金及び現金同等物の期末残高 ※1, ※2 4,773,257 ※1, ※2 2,890,896
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（30頁） 

【訂正前】 

３．連結財務諸表 

(8) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
  

【訂正後】 

３．連結財務諸表 

(8) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

 （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
  

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)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金 4,773,257千円

 現金及び現金同等物 4,773,257千円

※２ 現金及び現金同等物のうち当社が管理・運営する 

投資事業組合の残高

     現金及び預金            4,589,835千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金 3,690,896千円

 現金及び現金同等物 3,690,896千円

※２ 現金及び現金同等物のうち当社が管理・運営する 

投資事業組合の残高

     現金及び預金         3,418,550千円

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)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金 4,773,257千円

 現金及び現金同等物 4,773,257千円

※２ 現金及び現金同等物のうち当社が管理・運営する 

投資事業組合の残高

     現金及び預金            4,589,835千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金 3,690,896千円

預入期間が３ヶ月超の 

定期預金
△800,000千円

 現金及び現金同等物 2,890,896千円

※２ 現金及び現金同等物のうち当社が管理・運営する 

投資事業組合の残高

     現金及び預金         2,618,550千円
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