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平成22年 11月 17日 

各 位 
三重県四日市市日永二丁目３番３号 

アップルインターナショナル株式会社 
代表取締役社長 埴原 明彦 

（コード番号：２７８８ 東証マザーズ） 
問合せ先 代表取締役経営企画室長 津田 知明 

ＴＥＬ（059）347-3515 
 
 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年 12月期第３四半期決算短信 

［日本基準］(連結)」の一部訂正に関するお知らせ 
 
 

平成22年 11月 12日付で当社が公表いたしました「平成22年 12月期第３四半期決算短信［日本基準］

(連結)」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正致します。数値データ（ＸＢＲＬ）

にも訂正がありましたので訂正後の数値データ（ＸＢＲＬ）も添付いたします。 

 

 

記 

 

１．訂正理由 

 「平成22年 12月期第３四半期決算短信［日本基準］(連結)」提出後、「四半期報告書」提出までの間

に、監査法人による四半期レビューで指摘を受け、確認した結果、訂正が必要と判断したため訂正する

ものであります。また、「四半期報告書」開示後、数値データ（ＸＢＲＬ）の修正・確認作業等に時間が

とられ訂正に関するお知らせが遅延したことを深くお詫び申し上げます。 

 なお、11月 15日提出の第四半期報告書については、訂正後の記載内容となっております。 

 

２．平成22年 12月期第３四半期決算短信［日本基準］(連結) ３ページ 

<訂正箇所>訂正箇所には下線を付しております。 

 

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 

②キャッシュ・フロー 

 

（訂正前） 

 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は、前連結会計年度末（平成21年 12

月末）と比較して14億 19百万円減少して18億 34百万円となりました。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以下のとおりであります。 

（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が３億34百万円となりましたが、売上債権の減少による収入13億

９百万円、仕入債務の増加による収入15億 90百万円、未払金の増加による収入19億 25百万円、
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たな卸資産の減少による支出23億 16百万円、未収入金の減少による支出17億 51百万円があっ

たことなどから、11億 86百万円の収入（前年同四半期は23億 88百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 連結範囲の変更により定期預金の減少による支出14億 88百万円、有形固定資産の取得による

支出５億３百万円、子会社株式の追加取得による支出４億25百万円があったことなどから、25億

85百万円の支出（前年同四半期は17億 77百万円の支出）となりました。 

 

（訂正後） 

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は、前連結会計年度末（平成21年 12

月末）と比較して14億 19百万円減少して18億 34百万円となりました。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以下のとおりであります。 

（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が３億34百万円となりましたが、売上債権の減少による収入13億

６百万円、仕入債務の増加による収入15億 90百万円、未払金の増加による収入19億 37百万円、

たな卸資産の減少による支出23億 16百万円、未収入金の減少による支出17億 53百万円があっ

たことなどから、11億 77百万円の収入（前年同四半期は23億 88百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 連結範囲の変更により定期預金の減少による支出14億 88百万円、有形固定資産の取得による

支出５億３百万円、子会社株式の追加取得による支出４億25百万円があったことなどから、25億

85百万円の支出（前年同四半期は17億 77百万円の支出）となりました。 

 

３．平成22年 12月期第３四半期決算短信［日本基準］(連結) ８ページ 

<訂正箇所>訂正箇所には下線を付しております。 

 

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 

（訂正前） 

（単位：千円） 

 前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
 至 平成22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損失（△） △1,653,572 △334,064

 減価償却費 176,763 119,664

 減損損失 ― 525,009

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 741,063 324,483

 貸倒損失 384,952 ―

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △887 △109

 受取利息及び受取配当金 △32,485 △12,829

 支払利息 202,980 155,530

 商品評価損 364,000 －

 売上債権の増減額（△は増加） 1,416,818 1,309,424
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 たな卸資産の増減額（△は増加） 951,172 △2,316,680

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,013,091 1,590,703

 未収入金の増減額（△は増加） △522,409 △1,751,122

 預け金の増減額（△は増加） 1,952,290 △45,031

 未払金の増減額（△は減少） △1,955,078 1,925,359

 その他 △379,622 34,149

 小計 2,659,076 1,524,486

 利息及び配当金の受取額 72,088 31,083

 利息の支払額 △148,510 △146,850

 法人税等の支払額 △194,041 △222,483

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,388,613 1,186,235

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 △1,008,644 △1,488,777

 定期預金の払戻による収入 132,268 －

 有形固定資産の取得による支出 △562,668 △503,429

 有形固定資産の売却による収入 360,040 143,398

 投資有価証券の取得による支出 △38,901 △411,131

 子会社株式の追加取得による支出 △263,997 △425,361

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出 
△490,693 －

 その他 95,179 99,605

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,777,417 △2,585,695

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） △958,289 553,317

 長期借入れによる収入 － 20,000

 長期借入金の返済による支出 △397,564 △159,704

 社債の償還による支出 △65,000 △60,000

 配当金の支払額 △117,406 △1,152

 少数株主からの払込みによる収入 426,833 －

 リース債務の返済による支出 △9,251 △9,032

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,120,678 343,428

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71,846 534

現金及び現金同等物の増減額 

（△は減少） 
△581,329 △1,068,027

現金及び現金同等物の期首残高 3,030,605 3,253,584

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,449,275 1,834,309
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（訂正後） 

（単位：千円） 

 前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
 至 平成22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順損失（△） △1,653,572 △334,064

 減価償却費 176,763 119,691

 減損損失 ― 525,009

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 741,063 324,483

 貸倒損失 384,952 ―

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △887 △109

 受取利息及び受取配当金 △32,485 △13,729

 支払利息 202,980 155,530

 商品評価損 364,000 －

 売上債権の増減額（△は増加） 1,416,818 1,306,656

 たな卸資産の増減額（△は増加） 951,172 △2,316,680

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,013,091 1,590,703

 未収入金の増減額（△は増加） △522,409 △1,753,697

 預け金の増減額（△は増加） 1,952,290 △45,031

 未払金の増減額（△は減少） △1,955,078 1,937,720

 その他 △379,662 18,670

 小計 2,659,076 1,515,152

 利息及び配当金の受取額 72,088 31,983

 利息の支払額 △148,510 △146,850

 法人税等の支払額 △194,041 △222,483

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,388,613 1,177,802

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 △1,008,644 △1,488,777

 定期預金の払戻による収入 132,268 －

 有形固定資産の取得による支出 △562,668 △503,429

 有形固定資産の売却による収入 360,040 143,398

 投資有価証券の取得による支出 △38,901 △300,002

 子会社株式の追加取得による支出 △263,997 △425,361

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出 
△490,693 －

 その他 95,179 △11,523

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,777,417 △2,585,695

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） △958,289 553,317

 長期借入れによる収入 － 20,000

 長期借入金の返済による支出 △397,564 △159,704

 社債の償還による支出 △65,000 △60,000

 配当金の支払額 △117,406 △1,152

 少数株主からの払込みによる収入 426,833 －
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 リース債務の返済による支出 △9,251 △9,032

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,120,678 343,428

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71,846 △1,228

現金及び現金同等物の増減額 

（△は減少） 
△581,329 △1,065,693

現金及び現金同等物の期首残高 3,030,605 3,253,584

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金

同等物の増減額（△は減少） 
－ △353,580

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,449,275 1,834,309

 

 

 

以 上 


