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問 合 せ 責 任 者

TEL     03-6719-4206

　平成18年10月30日に発表しました当社「平成19年3月期中間決算短信（連結）」の一部に誤りが
ございましたので、下記の通り訂正致しますとともに、差替えページを添付致します。

記

１．　訂正内容

（１）「4.中間連結財務諸表等 (4)中間連結キャッシュ・フロー計算書」　
① Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー
＜訂正前＞ ＜訂正後＞
その他 51,833 百万円 その他 百万円
小計 98,182 百万円 小計 百万円
（記載なし） 共同委託生産契約に

基づく補償金の受取額 百万円
② Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
＜訂正前＞ ＜訂正後＞
（記載なし） 関係会社出資金

の取得による支出 百万円
その他 △ 8,441 百万円 その他 百万円

（２）「4.中間連結財務諸表等 注記事項　（中間連結貸借対照表関係） ②担保に供している資産」　
＜訂正前＞ ＜訂正後＞
有形固定資産 195,278 百万円 有形固定資産 百万円
その他 111,926 百万円 その他 百万円

（３）「4.中間連結財務諸表等 注記事項　（中間連結貸借対照表関係） ③非連結子会社・関連会社
 の株式及び非連結子会社・関連会社に対する出資金の額」　
＜訂正前＞ ＜訂正後＞
固定資産の「その他」 18,787 百万円 固定資産の「その他」 20,021 百万円

以上
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（訂正後）
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(４)　 ュ・フ中間連結キャッシ ロー計算書　 （単位：百万円）

期　　　　別 当中間連結会計期間 前中間連結会計期間
前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年４月１日 （自 平成17年４月１日 増　　　減 （自 平成17年４月１日

　 至 平成18年９月30日） 　 至 平成17年９月30日） 　 至 平成18年３月31日）

科　　　　目 金　　額 金　　額 金　　額 金　　額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益（純損失 △） △9,735 △61,375 51,640 △82,745
減価償却費 33,945 33,303 642 69,486
減損損失 2,416 21,943 △19,527 45,084
連結調整勘定償却額 - △379 379 △767
のれん償却額 169 - 169 -
貸倒引当金の増減額（減少 △） △15,441 4,338 △19,779 △9,345
退職給付引当金の増減額（減少 △） △211 3,321 △3,532 1,763
受取利息及び受取配当金 △4,658 △3,190 △1,468 △5,105
支払利息 9,876 10,118 △242 19,580
為替差損益（差益 △） 1,370 △532 1,902 △227
持分法による投資損益（利益 △） △1,322 △1,509 187 △1,453
有形固定資産売却損益及び廃却損（売却益 △） 907 1,916 △1,009 △1,862
投資有価証券等の売却損益（売却益 △） △156 2 △158 △391
投資有価証券等評価損 431 87 344 335
匿名組合清算益 △7,014 - △7,014 -
株式譲渡契約に基づく損失補償 - 359 △359 1,186
売上債権の増減額（増加 △） 30,879 12,303 18,576 △19,550
たな卸資産の増減額（増加 △） △22,996 △16,907 △6,089 △5,881
販売金融債権の増減額（増加 △） 12,705 7,346 5,359 15,790
債権売却留保額の増減額（増加 △） - 1,360 △1,360 16,853
仕入債務の増減額（減少 △） 15,184 22,685 △7,501 30,210
その他 1,182 △2,322 3,504 1,754
　小計 47,531 32,870 14,661 74,713

利息及び配当金の受取額 5,148 4,129 1,019 6,444
利息の支払額 △10,193 △10,161 △32 △19,048
株式譲渡契約に基づく損失補償の支払額 - - - △5,000
共同委託生産契約に基づく補償金の受取額 50,650 - 50,650 -
法人税等の支払額 △4,719 △914 △3,805 △2,680
営業活動によるキャッシュ・フロー 88,418 25,923 62,495 54,430

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額 10,491 7,988 2,503 3,045
有価証券の増減額 0 △9 9 -
投資有価証券の取得による支出 △2,780 △1,353 △1,427 △3,156
投資有価証券の売却による収入 3,416 1,000 2,416 2,990
関係会社出資金の取得による支出 △8,750 - △8,750 -
有形固定資産の取得による支出 △67,881 △69,527 1,646 △133,924
有形固定資産の売却による収入 17,147 15,842 1,305 45,839
短期貸付金の増減額 △1,272 82 △1,354 741
長期貸付けによる支出 △46 △1,398 1,352 △2,017
長期貸付金の回収による収入 1,117 729 388 1,584
匿名組合清算による収入 11,229 - 11,229 -
その他 308 △28 336 86
投資活動によるキャッシュ・フロー △37,018 △46,673 9,655 △84,811

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 △9,552 △24,199 14,647 △48,192
長期借入れによる収入 1,765 1,565 200 21,957
長期借入金の返済による支出 △30,463 △19,840 △10,623 △40,471
社債の発行による収入 - 200 △200 19,729
社債の償還による支出 △3,829 △1,587 △2,242 △1,596
株式の発行による収入 - - - 29,704
少数株主への配当金支払額 - △33 33 △33
その他 △61 △32 △29 △53
財務活動によるキャッシュ・フロー △42,141 △43,927 1,786 △18,955

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,477 550 1,927 2,557
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 11,736 △64,127 75,863 △46,779
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 248,069 294,903 △46,834 294,903
Ⅶ 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 61 - 61 54
Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 259,743 230,775 28,968 248,069
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（訂正後）

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

① 有形固定資産の ① 有形固定資産の ① 有形固定資産の
減価償却累計額 減価償却累計額 減価償却累計額

② 担保に供している資産 ② 担保に供している資産 ② 担保に供している資産

（財団抵当除く） （財団抵当除く） （財団抵当除く）

受取手形・売掛金 15,760 百万円 受取手形・売掛金 17,309 百万円 受取手形・売掛金 14,129 百万円

販売金融債権及び 販売金融債権及び 販売金融債権及び
長期販売金融債権 長期販売金融債権 長期販売金融債権

たな卸資産 58,684 百万円 たな卸資産 59,359 百万円 たな卸資産 55,956 百万円

有形固定資産 195,154 百万円 有形固定資産 212,235 百万円 有形固定資産 202,777 百万円

長期債権売却留保額 19,998 百万円 債権売却留保額及び 長期債権売却留保額 28,182 百万円

その他 112,039 百万円
長期債権売却留保額

その他 56,767 百万円

その他 63,728 百万円

財団抵当に供している資産 財団抵当に供している資産 財団抵当に供している資産

有形固定資産 117,823 百万円 有形固定資産 98,882 百万円 有形固定資産 99,539 百万円

担保付債務等 担保付債務等 担保付債務等

短期借入金及び 短期借入金及び 短期借入金及び
長期借入金 長期借入金 長期借入金

③ 非連結子会社・関連会社の株式及び非連結 ③ 非連結子会社・関連会社の株式及び非連結 ③ 非連結子会社・関連会社の株式及び非連結

子会社・関連会社に対する出資金の額 子会社・関連会社に対する出資金の額 子会社・関連会社に対する出資金の額

投資有価証券 28,596 百万円 投資有価証券 29,432 百万円 投資有価証券 27,092 百万円

固定資産の「その他」 20,021 百万円 固定資産の「その他」 9,152 百万円 固定資産の「その他」 9,302 百万円

④ 保証債務等 ④ 保証債務等 ④ 保証債務等

保証債務 5,205 百万円 保証債務 10,106 百万円 保証債務 5,274 百万円

保証債務に 保証債務に 保証債務に
準ずる債務 準ずる債務 準ずる債務

⑤ 債権流動化による譲渡残高 ⑤ 債権流動化による譲渡残高 ⑤ 債権流動化による譲渡残高

受取手形・売掛金 6,390 百万円 受取手形・売掛金 7,075 百万円 受取手形・売掛金 12,359 百万円

販売金融債権及び 販売金融債権及び 販売金融債権 115,214 百万円
長期販売金融債権 長期販売金融債権

⑥ 固定資産の「無形固定資産」に含まれる ⑥ 固定負債の「その他」に含まれる連結調整 ⑥ 固定資産の「無形固定資産」に含まれる
のれん 1,979 百万円 勘定 347 百万円 連結調整勘定 361 百万円

⑦ 当中間連結会計期間末日は金融機関が休
日のため、当中間連結会計期間末残高に

は当中間連結会計期間末日が満期日また

は決済日の債権・債務が含まれており、そ

のうち主なものは次のとおりであります。

受取手形・売掛金 7,205 百万円

支払手形・買掛金 38,739 百万円

3,080 百万円 3,367 百万円 3,215 百万円

65,422 百万円 200,844 百万円

39,462 百万円

334,267 百万円 303,407 百万円 296,692 百万円

1,264,947 百万円 1,313,204 百万円 1,260,506 百万円

62,516 百万円 24,159 百万円 32,080 百万円

当中間連結会計期間末 前中間連結会計期間末 前連結会計年度

（平成18年９月30日） （平成17年９月30日） （平成18年３月31日）
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