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（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年 3 月期 決算短信」一部訂正について 

 

 

平成 21 年 5 月 7日付で開示しました「平成 21 年 3 月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがあり

ましたので、その訂正を下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正個所は下線を付し表示し

ております。 

 

記 

 

訂正個所 

１．１ページ「1.平成 21 年 3 月期の連結業績（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3 月 31 日）」 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

 
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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

963 

825 

百万円

△1,092 

△215 

百万円 

△290 

△223 

百万円

2,388 

2,808 

 

（訂正後） 

 
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 

 

21 年 3 月期 

20 年 3 月期 

百万円 

925 

825 

百万円

△1,055 

△215 

百万円 

△290 

△223 

百万円

2,388 

2,808 

 

－ 1 －



 

 

２．４ページ（2）財政状態に関する分析 

キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

当連結会計年度において、現金及び現金同等物は419百万円減少し、当連結会計年度末残高は、2,388

百万円（前年同期比14.9％減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、営業活動により得られた資金は963百万円（前年同期比138百万円増）とな

りました。 

これは税金等調整前当期純利益が1,284百万円（前年同期比232百万円増）となり、また減価償却費292

百万円（前年同期比104百万円増）、棚卸資産の減少107百万円（前年同期比145百万円増）、仕入債務

の減少129百万円（前年同期比238百万円増）、法人税等の支払452百万円（前年同期比22百万円減）が

あったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、投資活動により使用した資金は1,092百万円（前年同期比877百万円増）と

なりました。 

（後 略） 

 

（訂正後） 

当連結会計年度において、現金及び現金同等物は419百万円減少し、当連結会計年度末残高は、2,388

百万円（前年同期比14.9％減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、営業活動により得られた資金は925百万円（前年同期比100百万円増）とな

りました。 

これは税金等調整前当期純利益が1,284百万円（前年同期比232百万円増）となり、また減価償却費235

百万円（前年同期比46百万円増）、棚卸資産の減少127百万円（前年同期比164百万円増）、仕入債務の

減少129百万円（前年同期比238百万円増）、法人税等の支払452百万円（前年同期比22百万円減）があ

ったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、投資活動により使用した資金は1,055百万円（前年同期比839百万円増）と

なりました。 

（後 略） 

 

－ 2 －



 

 

３．５ページ（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（訂正前） 

 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成19年 3月期 平成20年 3月期 平成21年 3月期

自己資本比率(%) 63.9 66.8 68.0 68.4 69.0 

時価ベースの自己資本比率 

(%) 
105.5 104.0 89.1 61.3 63.2 

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率(年) 
0.8 0.1 － － 0.3 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍) 
67.5 174.4 3,025.5 － 278.0 

（後 略） 

 

（訂正後） 

 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成19年 3月期 平成20年 3月期 平成21年 3月期

自己資本比率(%) 63.9 66.8 68.0 68.4 69.0 

時価ベースの自己資本比率 

(%) 
105.5 104.0 89.1 61.3 63.2 

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率(年) 
0.8 0.1 － － 0.3 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍) 
67.5 174.4 3,025.5 － 267.1 

（後 略） 
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 (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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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利益 1,052,607 1,284,674

減価償却費 188,636 292,964

減損損失 11,425 8,886

のれん償却額 24,153 15,926

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,887 △16,803

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,380 7,950

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,758 △23,809

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,480 1,540

受取利息及び受取配当金 △12,926 △19,057

支払利息 － 3,465

有形固定資産除売却損益（△は益） 10,023 2,186

会員権売却損益（△は益） 1,385 －

売上債権の増減額（△は増加） △128,434 △66,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,432 107,679

仕入債務の増減額（△は減少） 109,152 △129,004

その他 32,245 △68,236

小計 1,287,567 1,401,370

利息及び配当金の受取額 12,716 18,145

利息の支払額 － △3,465

法人税等の支払額 △475,043 △452,677

営業活動によるキャッシュ・フロー 825,241 963,372

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 － △1,800,000

定期預金の払戻による収入 － 900,000

投資有価証券の取得による支出 △18,712 △19,512

有形固定資産の取得による支出 △154,104 △161,349

有形固定資産の売却による収入 2,360 210

無形固定資産の取得による支出 － △407

長期貸付けによる支出 △39,692 －

長期貸付金の回収による収入 10,569 20,352

その他の支出 △20,542 △34,626

その他の収入 5,018 2,605

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,103 △1,092,727

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △59,199

株式の発行による収入 3,066 －

自己株式の売却による収入 7,675 7,682

自己株式の取得による支出 △91,529 △97,334

配当金の支払額 △142,931 △141,801

その他の収入 － 407

財務活動によるキャッシュ・フロー △223,718 △290,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 386,419 △419,601

現金及び現金同等物の期首残高 2,421,924 2,808,343

現金及び現金同等物の期末残高 2,808,343 2,388,742

　４．14ページ（4）【連結キャッシュ・フロー計算書】 
（訂正前）
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 (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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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利益 1,052,607 1,284,674

減価償却費 188,636 235,494

減損損失 11,425 8,886

のれん償却額 24,153 15,926

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,887 △16,803

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,380 7,950

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,758 △23,809

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,480 1,540

受取利息及び受取配当金 △12,926 △19,057

支払利息 － 3,465

有形固定資産除売却損益（△は益） 10,023 2,186

会員権売却損益（△は益） 1,385 －

売上債権の増減額（△は増加） △128,434 △66,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,432 127,448

仕入債務の増減額（△は減少） 109,152 △129,004

その他 32,245 △68,236

小計 1,287,567 1,363,669

利息及び配当金の受取額 12,716 18,145

利息の支払額 － △3,465

法人税等の支払額 △475,043 △452,677

営業活動によるキャッシュ・フロー 825,241 925,671

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 － △1,800,000

定期預金の払戻による収入 － 900,000

投資有価証券の取得による支出 △18,712 △19,512

有形固定資産の取得による支出 △154,104 △123,648

有形固定資産の売却による収入 2,360 210

無形固定資産の取得による支出 － △407

長期貸付けによる支出 △39,692 －

長期貸付金の回収による収入 10,569 20,352

その他の支出 △20,542 △34,626

その他の収入 5,018 2,605

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,103 △1,055,026

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △59,199

株式の発行による収入 3,066 －

自己株式の売却による収入 7,675 7,682

自己株式の取得による支出 △91,529 △97,334

配当金の支払額 △142,931 △141,801

その他の収入 － 407

財務活動によるキャッシュ・フロー △223,718 △290,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 386,419 △419,601

現金及び現金同等物の期首残高 2,421,924 2,808,343

現金及び現金同等物の期末残高 2,808,343 2,388,742

（訂正後）
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５．22 ページ（セグメント情報） 

1 事業の種類別セグメント情報 

 当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日～ 至 平成 21 年 3月 31 日） 

（訂正前） 

 

医療用ガス 

関連事業 

(千円) 

有料老人ホーム

関連事業 

(千円) 

計 

（千円） 

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 
     

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
7,968,691 230,638 8,199,329 － 8,199,329

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,300 － 1,300 △1,300 －

計 7,969,991 230,638 8,200,629 △1,300 8,199,329

営業費用 6,702,243 226,357 6,928,601 △2,133 6,926,468

営業利益 1,267,747 4,280 1,272,028 833 1,272,861

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

損失及び資本的支出 
 

資産 6,073,526 399,992 6,473,518 2,784,434 9,257,953

減価償却費 287,145 21,744 308,890 － 308,890

減損損失 8,886 － 8,886 － 8,886

資本的支出 161,349 407 161,756 － 161,756

（後 略） 

 

（訂正後） 

 

医療用ガス 

関連事業 

(千円) 

有料老人ホーム

関連事業 

(千円) 

計 

（千円） 

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 
     

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
7,968,691 230,638 8,199,329 － 8,199,329

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,300 － 1,300 △1,300 －

計 7,969,991 230,638 8,200,629 △1,300 8,199,329

営業費用 6,702,243 226,357 6,928,601 △2,133 6,926,468

営業利益 1,267,747 4,280 1,272,028 833 1,272,861

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

損失及び資本的支出 
 

資産 6,073,526 399,992 6,473,518 2,784,434 9,257,953

減価償却費 229,676 21,744 251,420 － 251,420

減損損失 8,886 － 8,886 － 8,886

資本的支出 123,648 407 124,055 － 124,055

（後 略） 

 

以  上 
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