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      平成 24 年 2 月 14 日 

各 位 

会 社 名 野村マイクロ・サイエンス株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 千 田 豊 作 

（コード番号：6254） 

問合せ先 執行役員経理部長 日 向   潤 

（TEL 046-228-5195） 

    

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 24 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 

   

  当社は、平成 23 年 12 月 29 日付「不適切な会計処理に関するお知らせ」において、平成 24 年３月期第２

四半期決算短信の訂正につきましては、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。このたび、

その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付して表示して

おります。 

 

記 

 
１．訂正を行う決算短信 

決算期  平成24年３月期 第２四半期決算短信 

発表日  平成23年11月14日 

 

２．訂正の理由 

当社において不適切な会計処理があったため。 

詳細は、平成24年１月10日付「『不適切な会計処理に関するお知らせ』に関する調査結果、業績に与える影響額

および当社の対応方針のご報告について」および本日付「『不適切な会計処理に関するお知らせ』に関する補足事項

ならびに進捗について」をご参照ください。 

 

以上 
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平成24年３月期 第２四半期決算短信 
 

【サマリー情報】 

１． 平成24年3月期第２四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

（訂正前） 

(1) 連結経営成績（累計）                                  （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年3月期第2四半期 7,446 △31.8 △81 ― △314 ― △224 ― 

23年3月期第2四半期 10,911 192.4 637 ― 402 ― 369 ― 

（注）包括利益  24年3月期第2四半期 △343百万円（―％） 23年3月期第2四半期 302百万円（―％） 

 
１株当たり四半期純利益 

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益 

 円 銭 円 銭 

24年3月期第2四半期 △23.18 ― 

23年3月期第2四半期 37.46 ― 

 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

24年３月期第2四半期 15,284 7,893 51.6 

23年３月期 17,569 8,414 47.8 

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期 7,888百万円  23年3月期 8,405百万円 

（訂正後） 

(1) 連結経営成績（累計）                                  （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年3月期第2四半期 7,514 △31.1 △173 ― △406 ― △279 ― 

23年3月期第2四半期 10,911 192.4 637 ― 402 ― 369 ― 

（注）包括利益  24年3月期第2四半期 △398百万円（―％） 23年3月期第2四半期 302百万円（―％） 

 
１株当たり四半期純利益 

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益 

 円 銭 円 銭 

24年3月期第2四半期 △28.82 ― 

23年3月期第2四半期 37.46 ― 

 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

24年３月期第2四半期 15,070 7,663 50.8 

23年３月期 17,687 8,239 46.5 

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  7,658百万円  23年3月期 8,230百万円 

 

【添付資料 ２ページ】 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（訂正前） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（省略） 

この結果、水処理装置につきましては、国内の製薬関連企業等から受注があったものの、半導体・液晶関連企業の設備投資計画

が延期となった影響により、売上高は41億７千３百万円（前年同期比42.4％減）となりました。また、メンテナンス及び消耗品

は、東日本大震災の影響を受け使用する原材料の供給不足や工場稼働率の低下によるメンテナンスの遅れ・延期等のため計画を下

回り、売上高は27億４千７百万円（同16.1％減）となり、その他の事業の売上高は５億２千５百万円（同33.4％増）となりまし

た。 

利益面につきましては、減収に加え採算性の低い装置案件を受注したことにより工事損失引当金６千万円を計上いたしました。

また、為替相場の急激な円高の進行により外貨預金及び外貨建売掛金等の為替差損２億１千１百万円を計上いたしました。 
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以上の結果、売上高は74億４千６百万円（同31.8％減）、営業損失は８千１百万円（前年同期は６億３千７百万円の営業利益）、

経常損失は３億１千４百万円（前年同期は４億２百万円の経常利益）、四半期純損失は２億２千４百万円（前年同期は３億６千９ 

百万円の四半期純利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて22億８千４百万円減少し、152億８千４百万円となりました。これは主

に、流動資産のうち仕掛品が10億３千５百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が30億５千８百万円減少したこと等による

ものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて17億６千２百万円減少し、73億９千１百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が７億３千９百万円、短期借入金が６億７千２百万円、未払金が２億８千２百万円それぞれ減少したこと等によるもので

あります。 

また、純資産については、前連結会計年度末に比べて５億２千１百万円減少し、78億９千３百万円となりました。これは主に、

利益剰余金が３億９千８百万円減少したこと等によるものであります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

（省略） 

（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、９億３千万円（前年同期は15億９百万円の獲得）となりました。これは主に、売上債権の減

少が30億１百万円、前受金の増加が１億８千１百万円となった一方で、たな卸資産の増加が10億６千２百万円、仕入債務の減少

が７億１千７百万円、税金等調整前四半期純損失が３億４千３百万円となったこと等によるものであります。 

（省略） 

 

（訂正後） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（省略） 

この結果、水処理装置につきましては、国内の製薬関連企業等から受注があったものの、半導体・液晶関連企業の設備投資計画

が延期となった影響により、売上高は42億４千１百万円（前年同期比41.4％減）となりました。また、メンテナンス及び消耗品

は、東日本大震災の影響を受け使用する原材料の供給不足や工場稼働率の低下によるメンテナンスの遅れ・延期等のため計画を下

回り、売上高は27億４千７百万円（同16.1％減）となり、その他の事業の売上高は５億２千５百万円（同33.4％増）となりまし

た。 

利益面につきましては、減収に加え為替相場の急激な円高の進行により外貨預金及び外貨建売掛金等の為替差損２億１千１百万

円を計上いたしました。 

以上の結果、売上高は75億１千４百万円（同31.1％減）、営業損失は１億７千３百万円（前年同期は６億３千７百万円の営業

利益）、経常損失は４億６百万円（前年同期は４億２百万円の経常利益）、四半期純損失は２億７千９百万円（前年同期は３億６

千９百万円の四半期純利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて26億１千７百万円減少し、150億７千万円となりました。これは主に、

流動資産のうち仕掛品が６億４千６百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が 30 億３千９百万円減少したこと等によるもの

であります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて20億４千１百万円減少し、7４億７百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金が７億３千９百万円、短期借入金が６億７千２百万円、未払金が２億８千２百万円それぞれ減少したこと等によるものであり

ます。 

また、純資産については、前連結会計年度末に比べて５億７千５百万円減少し、76億６千３百万円となりました。これは主に、

利益剰余金が４億５千３百万円減少したこと等によるものであります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

（省略） 

（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、９億３千万円（前年同期は15億９百万円の獲得）となりました。これは主に、売上債権の減

少が29億８千２百万円、前受金の増加が１億３千２百万円となった一方で、たな卸資産の増加が６億７千３百万円、仕入債務の

減少が７億１千７百万円、税金等調整前四半期純損失が４億３千５百万円となったこと等によるものであります。 

（省略） 
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【添付資料 4ページ】 

４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

（単位：千円） 

    前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,641,071 3,660,506 

受取手形及び売掛金 7,948,869 4,890,414 

商品及び製品 60,515 31,105 

仕掛品 514,617 1,550,195 

原材料及び貯蔵品 148,459 135,636 

その他 1,591,810 1,535,766 

貸倒引当金 △14,488 △9,908 

流動資産合計 13,890,854 11,793,716 

固定資産   

有形固定資産 1,662,054 1,645,138 

無形固定資産   

のれん 112,925 117,002 

その他 455,189 411,707 

無形固定資産合計 568,115 528,709 

投資その他の資産 1,448,066 1,317,368 

固定資産合計 3,678,236 3,491,216 

資産合計 17,569,091 15,284,933 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,463,057 1,723,292 

短期借入金 4,119,366 3,447,017 

未払金 1,128,560 845,744 

未払法人税等 145,986 ― 

製品保証引当金 205,946 159,255 

工事損失引当金 50,564 111,314 

賞与引当金 163,358 173,708 

役員賞与引当金 21,563 21,450 

資産除去債務 23,014 23,129 

その他 257,799 373,544 

流動負債合計 8,579,218 6,878,457 

固定負債   

退職給付引当金 224,178 198,353 

役員退職慰労引当金 26,287 37,337 

資産除去債務 52,626 52,860 

その他 272,203 224,559 

固定負債合計 575,296 513,110 

負債合計 9,154,514 7,391,567 
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（単位：千円） 

    前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,236,800 2,236,800 

資本剰余金 2,011,694 2,011,694 

利益剰余金 4,574,699 4,175,996 

自己株式 △281,195 △281,195 

株主資本合計 8,541,998 8,143,295 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △20,265 △53,273 

為替換算調整勘定 △115,838 △201,241 

その他の包括利益累計額合計 △136,104 △254,515 

新株予約権 ― 4,585 

少数株主持分 8,682 ― 

純資産合計 8,414,577 7,893,365 

負債純資産合計 17,569,091 15,284,933 
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（訂正後） 

（単位：千円） 

    前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,641,071 3,660,506 

受取手形及び売掛金 7,948,869 4,908,875 

商品及び製品 60,515 31,105 

仕掛品 515,876 1,162,590 

原材料及び貯蔵品 148,459 135,636 

その他 1,691,063 1,672,371 

貸倒引当金 △14,488 △9,923 

流動資産合計 13,991,366 11,561,163 

固定資産   

有形固定資産 1,662,054 1,645,138 

無形固定資産   

のれん 112,925 117,002 

その他 455,189 411,707 

無形固定資産合計 568,115 528,709 

投資その他の資産 1,466,046 1,335,347 

固定資産合計 3,696,216 3,509,196 

資産合計 17,687,583 15,070,359 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,463,057 1,723,292 

短期借入金 4,119,366 3,447,017 

未払金 1,128,560 845,744 

未払法人税等 145,986 ― 

製品保証引当金 205,946 159,255 

工事損失引当金 294,960 126,833 

賞与引当金 163,358 173,708 

役員賞与引当金 21,563 21,450 

資産除去債務 23,014 23,129 

その他 307,409 373,544 

流動負債合計 8,873,224 6,893,977 

固定負債   

退職給付引当金 224,178 198,353 

役員退職慰労引当金 26,287 37,337 

資産除去債務 52,626 52,860 

その他 272,203 224,559 

固定負債合計 575,296 513,110 

負債合計 9,448,520 7,407,087 
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（単位：千円） 

    前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,236,800 2,236,800 

資本剰余金 2,011,694 2,011,694 

利益剰余金 4,399,184 3,945,902 

自己株式 △281,195 △281,195 

株主資本合計 8,366,483 7,913,200 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △20,265 △53,273 

為替換算調整勘定 △115,838 △201,241 

その他の包括利益累計額合計 △136,104 △254,515 

新株予約権 ― 4,585 

少数株主持分 8,682 ― 

純資産合計 8,239,062 7,663,271 

負債純資産合計 17,687,583 15,070,359 
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【添付資料 ６ページ】 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第2四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円） 

    前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

売上高 10,911,738 7,446,212 

売上原価 8,946,922 6,193,314 

売上総利益 1,964,815 1,252,897 

販売費及び一般管理費 1,327,707 1,334,313 

営業利益又は営業損失（△） 637,107 △81,415 

営業外収益   

受取利息 5,763 2,277 

受取配当金 3,941 4,801 

受取家賃 7,149 6,681 

業務受託料 ― 7,800 

その他 1,931 1,727 

営業外収益合計 18,786 23,287 

営業外費用   

支払利息 23,869 40,025 

為替差損 225,878 211,494 

その他 3,754 4,612 

営業外費用合計 253,502 256,133 

経常利益又は経常損失（△） 402,391 △314,261 

特別利益   

固定資産売却益 ― 1,226 

貸倒引当金戻入額 13,223 12,400 

工事損失引当金戻入額 162,322 ― 

その他 4,554 1,000 

特別利益合計 180,100 14,626 

特別損失   

固定資産除却損 1,288 3,390 

固定資産売却損 53 ― 

工事追加負担金 ― 40,293 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,994 ― 

特別損失合計 29,336 43,683 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
553,156 △343,318 

法人税等 182,878 △119,326 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
370,277 △223,992 

少数株主利益 514 472 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 369,763 △224,465 
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（訂正後） 

（単位：千円） 

    前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

売上高 10,911,738 7,514,352 

売上原価 8,946,922 6,353,302 

売上総利益 1,964,815 1,161,049 

販売費及び一般管理費 1,327,707 1,334,313 

営業利益又は営業損失（△） 637,107 △173,263 

営業外収益   

受取利息 5,763 2,277 

受取配当金 3,941 4,801 

受取家賃 7,149 6,681 

業務受託料 ― 7,800 

その他 1,931 1,727 

営業外収益合計 18,786 23,287 

営業外費用   

支払利息 23,869 40,025 

為替差損 225,878 211,562 

その他 3,754 4,627 

営業外費用合計 253,502 256,215 

経常利益又は経常損失（△） 402,391 △406,192 

特別利益   

固定資産売却益 ― 1,226 

貸倒引当金戻入額 13,223 12,400 

工事損失引当金戻入額 162,322 ― 

その他 4,554 1,000 

特別利益合計 180,100 14,626 

特別損失   

固定資産除却損 1,288 3,390 

固定資産売却損 53 ― 

工事追加負担金 ― 40,293 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,994 ― 

特別損失合計 29,336 43,683 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
553,156 △435,249 

法人税等 182,878 △156,677 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
370,277 △278,571 

少数株主利益 514 472 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 369,763 △279,044 
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【添付資料 7ページ】 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第2四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円） 

        

        

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 

調整前四半期純損失（△） 
370,277 △223,992 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △60,503 △33,008 

 為替換算調整勘定 △6,986 △86,516 

 その他の包括利益合計 △67,489 △119,524 

四半期包括利益 302,787 △343,516 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 306,413 △342,876 

 少数株主に係る四半期包括利益 △3,625 △640 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

        

        

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 

調整前四半期純損失（△） 
370,277 △278,571 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △60,503 △33,008 

 為替換算調整勘定 △6,986 △86,516 

 その他の包括利益合計 △67,489 △119,524 

四半期包括利益 302,787 △398,096 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 306,413 △397,455 

 少数株主に係る四半期包括利益 △3,625 △640 
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【添付資料 ８ページ】 

（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22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23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又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
553,156 △343,318 

減価償却費 132,856 117,167 

のれん償却額 22,585 22,585 

株式報酬費用 － 4,585 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,134 △56,592 

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,156 11,701 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14,024 △113 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 33,508 △35,565 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △118,257 60,749 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,134 △22,334 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,171 11,049 

受取利息及び受取配当金 △9,704 △7,078 

支払利息 23,869 40,025 

為替差損益（△は益） 90,608 22,356 

固定資産売却損益（△は益） 53 △1,226 

固定資産除却損 1,288 3,390 

保険解約損益（△は益） 1,213 △172 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,994 － 

売上債権の増減額（△は増加） 105,734 3,001,275 

たな卸資産の増減額（△は増加） 548,751 △1,062,245 

前渡金の増減額（△は増加） 53,955 77,688 

その他の資産の増減額（△は増加） 295,869 132,431 

仕入債務の増減額（△は減少） △239,319 △717,688 

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,759 47,290 

前受金の増減額（△は減少） △210,003 181,643 

長期未払金の増減額（△は減少） △51,592 △39,607 

その他の負債の増減額（△は減少） 356,184 △311,196 

小計 1,667,863 1,136,802 

利息及び配当金の受取額 8,724 7,196 

利息の支払額 △19,723 △39,555 

法人税等の支払額 △161,979 △184,721 

法人税等の還付額 14,238 11,107 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,509,124 930,829 
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（単位：千円） 

        前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △40,338 △71,113 

有形固定資産の売却による収入 109 4,335 

無形固定資産の取得による支出 △2,326 △5,105 

子会社株式の取得による支出 － △34,703 

ゴルフ会員権の取得による支出 △4,430 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △2,681 △6,164 

敷金及び保証金の回収による収入 7,010 4,012 

保険積立金の積立による支出 △8,890 △6,746 

保険積立金の解約による収入 38,078 35,837 

その他 249 874 

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,219 △78,772 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 446,289 

短期借入金の返済による支出 △517,000 △1,013,533 

長期借入金の返済による支出 △110,700 △10,900 

リース債務の返済による支出 △7,471 △7,749 

自己株式の取得による支出 △50 － 

配当金の支払額 △78,954 △173,469 

財務活動によるキャッシュ・フロー △514,176 △759,362 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80,385 △73,260 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 901,343 19,434 

現金及び現金同等物の期首残高 4,233,158 3,498,071 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 19,398 － 

連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等

物の増減額（△は減少） 
△492,730 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,661,169 3,517,506 
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（訂正後） 

（単位：千円） 

        前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23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又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
553,156 △435,249 

減価償却費 132,856 117,167 

のれん償却額 22,585 22,585 

株式報酬費用 － 4,585 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,134 △56,577 

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,156 11,701 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14,024 △113 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 33,508 △35,565 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △118,257 △168,126 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,134 △22,334 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,171 11,049 

受取利息及び受取配当金 △9,704 △7,078 

支払利息 23,869 40,025 

為替差損益（△は益） 90,608 22,356 

固定資産売却損益（△は益） 53 △1,226 

固定資産除却損 1,288 3,390 

保険解約損益（△は益） 1,213 △172 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,994 － 

売上債権の増減額（△は増加） 105,734 2,982,814 

たな卸資産の増減額（△は増加） 548,751 △673,381 

前渡金の増減額（△は増加） 53,955 77,688 

その他の資産の増減額（△は増加） 295,869 132,431 

仕入債務の増減額（△は減少） △239,319 △717,688 

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,759 47,290 

前受金の増減額（△は減少） △210,003 132,033 

長期未払金の増減額（△は減少） △51,592 △39,607 

その他の負債の増減額（△は減少） 356,184 △311,196 

小計 1,667,863 1,136,802 

利息及び配当金の受取額 8,724 7,196 

利息の支払額 △19,723 △39,555 

法人税等の支払額 △161,979 △184,721 

法人税等の還付額 14,238 11,107 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,509,124 930,829 
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（単位：千円） 

        前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △40,338 △71,113 

有形固定資産の売却による収入 109 4,335 

無形固定資産の取得による支出 △2,326 △5,105 

子会社株式の取得による支出 － △34,703 

ゴルフ会員権の取得による支出 △4,430 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △2,681 △6,164 

敷金及び保証金の回収による収入 7,010 4,012 

保険積立金の積立による支出 △8,890 △6,746 

保険積立金の解約による収入 38,078 35,837 

その他 249 874 

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,219 △78,772 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 446,289 

短期借入金の返済による支出 △517,000 △1,013,533 

長期借入金の返済による支出 △110,700 △10,900 

リース債務の返済による支出 △7,471 △7,749 

自己株式の取得による支出 △50 － 

配当金の支払額 △78,954 △173,469 

財務活動によるキャッシュ・フロー △514,176 △759,362 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80,385 △73,260 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 901,343 19,434 

現金及び現金同等物の期首残高 4,233,158 3,498,071 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 19,398 － 

連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等

物の増減額（△は減少） 
△492,730 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,661,169 3,517,506 
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【添付資料 10ページ】 

（５）セグメント情報等 

（セグメント情報） 

（省略） 

（訂正前） 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 年９月 30 日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

  報告セグメント 
合計 

  日本 アジア アメリカ 計 

売上高      

外部顧客への売上高 5,331,539 2,114,089 584 7,446,212 7,446,212 

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

147,303 38,921 ― 186,225 186,225 

計 5,478,843 2,153,010  584 7,632,438 7,632,438 

セグメント損失（△） △23,108 △56,067 △2,239 △81,415 △81,415 

(注) (省略） 

 

（訂正後） 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 年９月 30 日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

  報告セグメント 
合計 

  日本 アジア アメリカ 計 

売上高      

外部顧客への売上高 5,399,678 2,114,089 584 7,514,352 7,514,352 

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

147,303 38,921 ― 186,225 186,225 

計 5,546,982 2,153,010  584 7,700,577 7,700,577 

セグメント損失（△） △114,956 △56,067 △2,239 △173,263 △173,263 

(注) (省略) 

 

 

 


