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 （訂正・数値データ訂正）平成23年３月期第３四半期決算短信の一部訂正について 

当社が平成23年２月10日に開示いたしました平成23年３月期第３四半期決算短信の内容につきまして、

一部訂正がありましたので、お知らせいたします。 

なお、関連する四半期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23年３月期 第３四半期決算短信    （平成23年２月10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．訂正する四半期決算短信

２．訂正理由

３．訂正箇所
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平成23年３月期 第３四半期決算短信 

（４頁） 

【訂正前】 

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 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

 当第３四半期連結会計期間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422百万円減少し、3,268百万円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャ

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、11百万円のキャッシュインフロー（前第３四半期連結累計期間

16百万円のキャッシュインフロー）となりました。 

＜省略＞ 

  

【訂正後】 

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 

 ＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第３四半期連結会計期間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322百万円減少し、2,568百万円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャ

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、111百万円のキャッシュインフロー（前第３四半期連結累計期

間783百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。 

＜省略＞ 
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（９頁） 

【訂正前】 

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 

 
  

（単位：千円）

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)

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損失（△） △2,105,824 △1,380,315

減価償却費 13,140 12,135

株式報酬費用 3,581 6,779

投資損失引当金の増減額（△は減少） △424,652 77,903

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,365 △2,956

退職給付引当金の増減額（△は減少） 672 △6,618

受取利息及び受取配当金 △10,853 △11,039

資金原価及び支払利息 34,028 30,813

有形固定資産除却損 2,553 597

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 1,713,036 1,170,961

未収入金の増減額（△は増加） 9,812 △21,353

未払金の増減額（△は減少） 1,305 △5,661

未払費用の増減額（△は減少） △3,026 △743

預り金の増減額（△は減少） 6,344 △5,320

その他 △53,515 △39,978

小計 △825,763 △174,795

利息及び配当金の受取額 11,969 10,604

利息の支払額 △31,809 △27,738

法人税等の支払額 △11,746 △20,756

営業活動によるキャッシュ・フロー △857,349 △212,686

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 △1,209 －

敷金及び保証金の差入による支出 △3,213 △524

敷金及び保証金の回収による収入 17,133 12,064

その他 3,775 198

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,486 11,738

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） △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △74,770 △96,200

株式の発行による収入 98,751 －

株式の発行による支出 △1,512 －

社債の発行による収入 55,000 －

新株予約権付社債の発行による収入 － 14,000

社債の償還による支出 △6,000 △9,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 14,004

少数株主に対する分配金による支出 △120,508 △133,507

その他 △9,966 △10,805

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,005 △221,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △949,868 △422,456

現金及び現金同等物の期首残高 4,773,257 3,690,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,823,388 3,268,439
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【訂正後】 

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 

（単位：千円）

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)

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損失（△） △2,105,824 △1,380,315

減価償却費 13,140 12,135

株式報酬費用 3,581 6,779

投資損失引当金の増減額（△は減少） △424,652 77,903

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,365 △2,956

退職給付引当金の増減額（△は減少） 672 △6,618

受取利息及び受取配当金 △10,853 △11,039

資金原価及び支払利息 34,028 30,813

有形固定資産除却損 2,553 597

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 1,713,036 1,170,961

未収入金の増減額（△は増加） 9,812 △21,353

未払金の増減額（△は減少） 1,305 △5,661

未払費用の増減額（△は減少） △3,026 △743

預り金の増減額（△は減少） 6,344 △5,320

その他 △53,515 △39,978

小計 △825,763 △174,795

利息及び配当金の受取額 11,969 10,604

利息の支払額 △31,809 △27,738

法人税等の支払額 △11,746 △20,756

営業活動によるキャッシュ・フロー △857,349 △212,686

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 △800,000 △700,000

定期預金の払戻による収入 － 800,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,209 －

敷金及び保証金の差入による支出 △3,213 △524

敷金及び保証金の回収による収入 17,133 12,064

その他 3,775 198

投資活動によるキャッシュ・フロー △783,513 111,738

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） △50,000 －

長期借入金の返済による支出 △74,770 △96,200

株式の発行による収入 98,751 －

株式の発行による支出 △1,512 －

社債の発行による収入 55,000 －

新株予約権付社債の発行による収入 － 14,000

社債の償還による支出 △6,000 △9,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 14,004

少数株主に対する分配金による支出 △120,508 △133,507

その他 △9,966 △10,805

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,005 △221,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,749,868 △322,456

現金及び現金同等物の期首残高 4,773,257 2,890,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,023,388 2,568,439
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