
 

 
平成 25 年 11 月７日 

 
 

各 位 
 

会 社 名  日東富士製粉株式会社 
代表者名  代表取締役社長 下嶋 正雄 
（コード番号 ２００３ 東証第１部） 
問合せ先  総務部長 久保田 秀哉 
（TEL． ０３－３５５３－８７８１） 

 
 

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 26 年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」

の一部訂正について 

 
 
 平成 25 年 10 月 30 日 13 時 00 分に発表致しました「平成 26 年３月期第２四半期決算短信
〔日本基準〕(連結)」について一部訂正がございますので、下記のとおりお知らせ致します。
また、訂正後の数値データも送信致します。 
 なお、訂正箇所は下線を付しております。 
 
 

記 
 
２ページ 
 
１．当四半期決算に関する定性的情報 
(省略) 
(２)連結財政状態に関する定性的情報 
 
＜訂正前＞ 
 
(省略) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益に減価償却費を加算し
た額に、仕入債務の増減額を控除し、△２千万円となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により△３億９
千１百万円となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により△３億８千４百万円となり
ました。 
 
 
＜訂正後＞ 
 
(省略) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益に減価償却費を加算し
た額に、仕入債務の増減額を控除し、△８百万円となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により△４億３
百万円となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により△３億８千４百万円となり
ました。 
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＜訂正前＞ 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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) 

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 650 908

減価償却費 585 539

減損損失 － 28

のれん償却額 11 11

負ののれん償却額 △65 △57

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 41 △34

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 207 10

受取利息及び受取配当金 △56 △56

支払利息 49 21

持分法による投資損益（△は益） △35 △28

固定資産売却損益（△は益） △3 △38

固定資産除却損 7 24

売上債権の増減額（△は増加） 965 243

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,752 440

その他の流動資産の増減額（△は増加） △31 30

仕入債務の増減額（△は減少） △623 △1,513

その他の流動負債の増減額（△は減少） △44 △240

その他 △14 △35

小計 3,392 231

利息及び配当金の受取額 73 73

利息の支払額 △49 △21

法人税等の支払額 △135 △303

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,280 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300 －

有形固定資産の取得による支出 △507 △348

有形固定資産の売却による収入 5 40

無形固定資産の取得による支出 － △92

投資有価証券の取得による支出 △9 △9

投資有価証券の売却による収入 2 0

貸付けによる支出 － △20

差入保証金の回収による収入 33 36

その他 △87 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △262 △391
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(単位：百万円)

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) 

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 1,600 －

長期借入金の返済による支出 △1,800 △200

配当金の支払額 △183 △183

自己株式の取得による支出 △0 △1

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △384 △384

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,629 △772

現金及び現金同等物の期首残高 3,347 6,154

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 117 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,095 5,382
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＜訂正後＞ 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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) 

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 650 908

減価償却費 585 539

減損損失 － 28

のれん償却額 11 11

負ののれん償却額 △65 △57

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 41 △34

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 207 10

受取利息及び受取配当金 △56 △56

支払利息 49 21

持分法による投資損益（△は益） △35 △28

固定資産売却損益（△は益） △3 △38

固定資産除却損 7 24

売上債権の増減額（△は増加） 965 243

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,752 440

その他の流動資産の増減額（△は増加） △31 30

仕入債務の増減額（△は減少） △623 △1,513

その他の流動負債の増減額（△は減少） △44 △228

その他 △14 △35

小計 3,392 243

利息及び配当金の受取額 73 73

利息の支払額 △49 △21

法人税等の支払額 △135 △303

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,280 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300 －

有形固定資産の取得による支出 △507 △348

有形固定資産の売却による収入 5 40

無形固定資産の取得による支出 － △92

投資有価証券の取得による支出 △9 △9

投資有価証券の売却による収入 2 0

貸付けによる支出 － △20

差入保証金の回収による収入 33 36

その他 △87 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △262 △403
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(単位：百万円)

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) 

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 1,600 －

長期借入金の返済による支出 △1,800 △200

配当金の支払額 △183 △183

自己株式の取得による支出 △0 △1

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △384 △384

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,629 △772

現金及び現金同等物の期首残高 3,347 6,154

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 117 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,095 5,382

以　上
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