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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成25年11月14日に提出いたしました、第36期第２四半期（自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日）四半期

報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

　

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3）キャッシュ・フローの状況

第４　経理の状況

１　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

注記事項

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（訂正前）

回次
第35期

第２四半期
連結累計期間

第36期
第２四半期
連結累計期間

第35期

　

会計期間

　

　
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

　

　
自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

　

　
 自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日

　

＜省略＞ 　             

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 913 △2,252 2,184

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △88 △699 △222

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △419 2,085 230

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（百万円） 1,770 2,631 3,547

　

（訂正後）

回次
第35期

第２四半期
連結累計期間

第36期
第２四半期
連結累計期間

第35期

　

会計期間

　

　
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

　

　
自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

　

　
 自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日

　

＜省略＞ 　             

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 913 △2,252 2,184

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △88 △1,595 △222

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △419 2,085 230

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（百万円） 1,770 1,742 3,547
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第２【事業の状況】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（３）キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,631百万円となり、前連結会計年度末に比

べて916百万円減少しました。

当第２四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＞

（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、699百万円の支出（前年同期比610百万円支出の増加）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694百万円によるものであります。

　

（訂正後）

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,742百万円となり、前連結会計年度末に比

べて1,805百万円減少しました。

当第２四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＞

（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、1,595百万円の支出（前年同期比1,506百万円支出の増加）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694百万円、定期預金の預入による支出916百万円によるもので

あります。
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第４【経理の状況】

１【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】

（訂正前） 　 （単位：千円）

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

＜省略＞ 　 　

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 － △20,600

有形固定資産の取得による支出 △83,827 △694,955

有形固定資産の売却による収入 5,233 15,105

投資有価証券の取得による支出 △3,790 △1,241

その他 △6,261 2,557

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,645 △699,134

＜省略＞ 　 　

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,684 △49,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 404,062 △916,026

現金及び現金同等物の期首残高 1,365,530 3,547,860

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 768 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,770,361 2,631,833

　

（訂正後） 　 （単位：千円）

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

＜省略＞ 　 　

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 － △916,893

有形固定資産の取得による支出 △83,827 △694,955

有形固定資産の売却による収入 5,233 15,105

投資有価証券の取得による支出 △3,790 △1,241

その他 △6,261 2,557

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,645 △1,595,427

＜省略＞ 　 　

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,684 △42,562

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 404,062 △1,805,087

現金及び現金同等物の期首残高 1,365,530 3,547,860

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 768 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,770,361 1,742,773
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 1,770,361千円 2,663,733千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － △31,900

現金及び現金同等物 1,770,361 2,631,833

 

（訂正後）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 1,770,361千円 2,663,733千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － △920,960

現金及び現金同等物 1,770,361 1,742,773
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