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（財）財務会計基準機構会員 

 

平成21年６月12日 

各  位 

 

会社名         長 野 計 器 株 式 会 社  

代表者の役職名   代表取締役社長 宮下 茂 

（東証第一部 コード番号７７１５） 

問合せ先 取締役執行役員経理部長 矢島 寿衛 

（TEL ０３-３７７６-５３３３） 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成21年５月12日付けで発表いたしました「平成21年３月期 決算短信」につきまして一部訂正すべ

き点が判明したため、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

記 

 

訂正箇所１ １ページ 

「平成21年３月期 決算短信」 

１．平成21年３月の連結業績（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 

  百万円 百万円 百万円 百万円

21 年３月期 1,653 △5,077 3,578 2,899

20 年３月期 1,561 △2,486 2,574 2,946

 

（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 

  百万円 百万円 百万円 百万円

21 年３月期 1,788 △5,212 3,578 2,899

20 年３月期 1,561 △2,486 2,574 2,946
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訂正箇所２ ５ページ  
１．経営成績 
(2)財政状態に関する分析 
②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） 

営業活動の結果得られた資金は 16 億 53 百万円（前連結会計年度は 15 億 61 百万円の収入）となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費 19 億 69 百万円及び売上債権の減少額 38 億 54 百万円であり、支出の主な内訳は、税金

等調整前当期純損失 20 億 47 百万円及び仕入債務の減少額 21 億 22 百万円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 50 億 77 百万円（前連結会計年度は 24 億 86 百万円の支出）となりました。 

これは主に、子会社取得による支出 25 億 49 百万円と投資有価証券取得による支出６億 28 百万円及び生産設備等の有

形固定資産の取得による支出 11 億 68 百万円があったことなどによるものであります。 

 

 

③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 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（％） 59.5 57.8 47.9 46.1 36.1

時価ベースの自己資本比率（％） 80.9 80.8 69.8 49.1 36.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 529.3 495.7 597.4 900.1 1,070.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 8.1 10.8 8.3 4.9 4.9

 

 

（訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 17 億 88 百万円（前年同期は 15 億 61 百万円の収入）となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費 19 億 69 百万円及び売上債権の減少額 38 億 54 百万円であり、支出の主な内訳は、税金

等調整前当期純損失 20 億 47 百万円及び仕入債務の減少額 21 億 22 百万円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 52 億 12 百万円（前年同期は 24 億 86 百万円の支出）となりました。 

これは主に、子会社取得による支出 26 億 83 百万円と投資有価証券取得による支出６億 28 百万円及び生産設備等の有

形固定資産の取得による支出 11 億 68 百万円があったことなどによるものであります。 

 

 

③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 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（％） 59.5 57.8 47.9 46.1 36.1

時価ベースの自己資本比率（％） 80.9 80.8 69.8 49.1 36.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 529.3 495.7 597.4 900.1 990.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 8.1 10.8 8.3 4.9 5.3
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訂正箇所３ 17・18ページ  

４．連結財務諸表 

(4)連結キャッシュ･フロー計算書 

 （訂正前） 
 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） 

区    分 金額（千円） 金額（千円） 

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又は税金等調整前当期純損失（△） 424,147 △2,047,266

減価償却費 1,901,529 1,969,868

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,684 21,917

賞与引当金の増減額（△は減少） △231,195 40,809

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,807 208,578

受取利息及び受取配当金 △113,873 △180,461

支払利息 313,995 337,476

手形売却損 101,980 93,483

為替差損益（△は益） 263,352 185,433

持分法による投資損益（△は益） 8,653 △56,999

投資有価証券売却益 △3,117 －

投資有価証券売却損 9,737 －

投資有価証券評価損（△は益） 4,375 686,560

投資事業組合出資利益 △8,272 △1,479

投資事業組合出資損失 2,577 16,736

売上債権の増減額(△は増加) 211,791 3,854,533

たな卸資産の増減額 (△は増加) △11,512 △260,805

仕入債務の増減額（△は減少） 187,889 △2,122,184

未払消費税等の増減額（△は減少） △380,288 △137,983

その他 △191,216 △190,369

小計 2,458,432 2,417,849

利息及び配当金の受取額 147,367 144,002

利息の支払額 △318,466 △336,995

手形売却損 △104,387 △90,171

法人税等の支払額 △621,927 △480,839

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,561,018 1,653,844

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 △369,527 △976,342

定期預金の払戻による収入 359,305 590,015

有形固定資産の取得による支出 △1,468,039 △1,168,967

有形固定資産の売却による収入 10,329 －

投資有価証券の取得による支出 △646,701 △628,301

投資有価証券の売却による収入 253,785 －

短期貸付けによる支出 △149,132 △323,866

短期貸付金の回収による収入 62,782 －

長期貸付けによる支出 － △40,450

長期貸付金の回収による収入 － 12,436

関係会社株式の取得による支出 △35,202 －

新規連結子会社取得による支出 ※2  △480,859 ※2  △2,549,281

その他 △22,850 6,807

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,486,111 △5,077,948

   



 

－ ４ － 
 
 

（訂正後）   

 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） 

区    分 金額（千円） 金額（千円） 

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又は税金等調整前当期純損失（△） 424,147 △2,047,266

減価償却費 1,901,529 1,969,868

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,684 21,917

賞与引当金の増減額（△は減少） △231,195 40,809

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,807 208,578

受取利息及び受取配当金 △113,873 △180,461

支払利息 313,995 337,476

手形売却損 101,980 93,483

為替差損益（△は益） 263,352 185,433

持分法による投資損益（△は益） 8,653 △56,999

投資有価証券売却益 △3,117 －

投資有価証券売却損 9,737 －

投資有価証券評価損（△は益） 4,375 686,560

投資事業組合出資利益 △8,272 △1,479

投資事業組合出資損失 2,577 16,736

売上債権の増減額(△は増加) 211,791 3,854,533

たな卸資産の増減額 (△は増加) △11,512 △260,805

仕入債務の増減額（△は減少） 187,889 △2,122,184

未払消費税等の増減額（△は減少） △380,288 △137,983

その他 △191,216 △56,057

小計 2,458,432 2,552,160

利息及び配当金の受取額 147,367 144,002

利息の支払額 △318,466 △336,995

手形売却損 △104,387 △90,171

法人税等の支払額 △621,927 △480,839

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,561,018 1,788,156

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 △369,527 △976,342

定期預金の払戻による収入 359,305 590,015

有形固定資産の取得による支出 △1,468,039 △1,168,967

有形固定資産の売却による収入 10,329 31,820

投資有価証券の取得による支出 △646,701 △628,301

投資有価証券の売却による収入 253,785 －

短期貸付けによる支出 △149,132 △323,866

短期貸付金の回収による収入 62,782 －

長期貸付けによる支出 － △40,450

長期貸付金の回収による収入 － 12,436

関係会社株式の取得による支出 △35,202 －

新規連結子会社取得による支出 ※2  △480,859 ※2  △2,683,593

その他 △22,850 △25,012

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,486,111 △5,212,260
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訂正箇所４ 31ページ  

注記事項 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

（訂正前） 

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） 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに S3C,Inc.を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに S3C,Inc.

の取得価額と S3C,Inc.取得による支出（純額）との関係

は次のとおりであります。 

S3C,Inc. 

 流動資産                70,124 千円 

 固定資産                63,518 

 のれん                 797,276 

 流動負債               △115,983 

 固定負債               △45,386 

 S3C,Inc.の取得価額           769,550 

 貸付金の相殺             △89,257 

 受取利息の相殺             △4,648 

 既取得株式              △152,749 

 S3C,Inc.現金及び現金同等物      △42,035 

 S3C,Inc.株式取得による支出       480,859 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに㈱ニューエラー及び

Ashcroft India Pvt,Ltd.を連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに㈱ニューエラー及び

Ashcroft India Pvt,Ltd.の取得価額と㈱ニューエラー

及び Ashcroft India Pvt,Ltd.取得による支出（純額）

との関係は次のとおりであります。 

㈱ニューエラー 

 流動資産                2,850,027 千円

 固定資産               1,066,053 

 のれん                  54,523 

 流動負債              △1,109,834 

 固定負債                △58,426 

 ㈱ニューエラーの取得価額       2,802,343 

 ㈱ニューエラー現金及び現金同等物   △298,339 

 ㈱ニューエラー株式取得による支出    2,504,003 

 

Ashcroft India Pvt,Ltd. 

 流動資産                 90,752 千円

 のれん                  45,277 

 Ashcroft India Pvt,Ltd.の取得価額    136,030 

 Ashcroft India Pvt,Ltd.現金及び 

現金同等物               △90,752 

 Ashcroft India Pvt,Ltd.株式取得     45,277 

による支出                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ ６ － 
 
 

 

（訂正後） 

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） 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに S3C,Inc.を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに S3C,Inc.

の取得価額と S3C,Inc.取得による支出（純額）との関係

は次のとおりであります。 

S3C,Inc. 

 流動資産                70,124 千円 

 固定資産                63,518 

 のれん                 797,276 

 流動負債               △115,983 

 固定負債               △45,386 

 S3C,Inc.の取得価額           769,550 

 貸付金の相殺             △89,257 

 受取利息の相殺             △4,648 

 既取得株式              △152,749 

 S3C,Inc.現金及び現金同等物      △42,035 

 S3C,Inc.株式取得による支出       480,859 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに㈱ニューエラー及び

Ashcroft India Pvt,Ltd.を連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに㈱ニューエラー及び

Ashcroft India Pvt,Ltd.の取得価額と㈱ニューエラー

及び Ashcroft India Pvt,Ltd.取得による支出（純額）

との関係は次のとおりであります。 

㈱ニューエラー 

 流動資産                2,850,027 千円

 固定資産               1,200,364 

 のれん                  54,523 

 流動負債              △1,109,834 

 固定負債                △58,426 

 ㈱ニューエラーの取得価額       2,936,655 

 ㈱ニューエラー現金及び現金同等物   △298,339 

 ㈱ニューエラー株式取得による支出    2,638,315 

 

Ashcroft India Pvt,Ltd. 

 流動資産                 90,752 千円

 のれん                  45,277 

 Ashcroft India Pvt,Ltd.の取得価額    136,030 

 Ashcroft India Pvt,Ltd.現金及び 

現金同等物               △90,752 

 Ashcroft India Pvt,Ltd.株式取得     45,277 

による支出                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


