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平成22年１月14日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

（訂正･数値データ訂正）「平成22年２月期 第２四半期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 
 

 平成21年10月14日に発表いたしました「平成22年２月期 第２四半期決算短信」の内容に一部誤りがありま

したので、下記の通り訂正いたします。 

 

 

記 

 

 

１．訂正理由 

   平成22年２月期第２四半期決算短信のうち、「２．連結財政状態に関する定性的情報 (2) キャッシュ・ 

  フローの状況」及び「５．四半期連結財務諸表 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書」の記載に一

部誤りがありましたので、訂正を行います。 

 

２．訂正箇所 

     訂正箇所は   で示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 松 竹 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長  迫 本 淳 一 

（コード番号 9601 東・大 各一部、札、福） 

問合せ先 取  締  役  油 谷  曻 

（ＴＥＬ ０３－５５５０－１５１６）
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【４ページ】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
 (2) キャッシュ・フローの状況 

 

＜訂正前＞ 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は13,143百万円となり、 

前連結会計年度末に比べ1,532百万円の増加となりました。 

当第２四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次のとおりであります。 

（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5,548百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益699 

百万円、減価償却費1,944百万円、売上債権の減少698百万円及びたな卸資産の減少794百万円等によるもので 

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5,801百万円となりました。これは主として、有価証券の取得による支出 

4,500百万円等によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は1,833百万円となりました。これは主として、長期借入金が増加したこと等 

によるものであります。 

 

 

＜訂正後＞ 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は15,943百万円となり、 

前連結会計年度末に比べ4,333百万円の増加となりました。 

当第２四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次のとおりであります。 

（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6,349百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益699 

百万円、減価償却費1,944百万円、売上債権の減少698百万円及びたな卸資産の減少794百万円等によるもので 

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3,801百万円となりました。これは主として、有価証券の取得による支出 

2,500百万円等によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は1,833百万円となりました。これは主として、長期借入金が増加したこと等 

によるものであります。 
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【９ページ】 

５．四半期連結財務諸表 
 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

＜訂正前＞ 

（単位：千円）

  

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31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 699,076

 減価償却費 1,944,617

 減損損失 180,737

 のれん償却額 216,504

 賞与引当金の増減額（△は減少） △97,816

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 58,700

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,585

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,839

 受取利息及び受取配当金 △132,172

 支払利息 768,955

 持分法による投資損益（△は益） 50,932

 固定資産除却損 136,757

 固定資産臨時償却費 228,215

 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 12,939

 売上債権の増減額（△は増加） 698,239

 たな卸資産の増減額（△は増加） 794,746

 仕入債務の増減額（△は減少） 11,346

 その他 816,565

 小計 6,427,769

 利息及び配当金の受取額 131,857

 利息の支払額 △699,060

 法人税等の支払額 △311,645

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,548,921

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 △406,062

 定期預金の払戻による収入 563,330

 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） △125,817

 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） 320,065

 有価証券の取得による支出 △4,500,000

 有形固定資産の取得による支出 △1,710,174

 無形固定資産の取得による支出 △138,747

 投資有価証券の売却による収入 83,426

 貸付けによる支出 △4,600

 貸付金の回収による収入 141,218

 その他 △23,689

 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,801,049
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（単位：千円）

  

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

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） △915,000

 長期借入れによる収入 2,000,000

 長期借入金の返済による支出 △3,360,538

 長期借入れ（責任財産限定）による収入 31,000,000

 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 △26,479,500

 リース債務の返済による支出 △9,146

 自己株式の取得による支出 △31,149

 自己株式の売却による収入 908

 配当金の支払額 △371,114

 少数株主への配当金の支払額 △854

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,833,605

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,581,473

現金及び現金同等物の期首残高 11,610,760

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 8,396

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △57,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,143,285

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

＜訂正後＞ 

（単位：千円）

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31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 699,076

 減価償却費 1,944,617

 減損損失 180,737

 のれん償却額 216,504

 賞与引当金の増減額（△は減少） △97,816

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 58,700

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,585

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,839

 受取利息及び受取配当金 △132,172

 支払利息 768,955

 持分法による投資損益（△は益） 50,932

 固定資産除却損 136,757

 固定資産臨時償却費 228,215

 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 12,939

 売上債権の増減額（△は増加） 698,239

 たな卸資産の増減額（△は増加） 794,746

 仕入債務の増減額（△は減少） 11,346

 その他 1,617,150

 小計 7,228,355

 利息及び配当金の受取額 131,857

 利息の支払額 △699,060

 法人税等の支払額 △311,645

 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,349,507

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 △406,062

 定期預金の払戻による収入 563,330

 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） △125,817

 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） 320,065

 有価証券の取得による支出 △2,500,000

 有形固定資産の取得による支出 △1,710,174

 無形固定資産の取得による支出 △138,747

 投資有価証券の売却による収入 83,426

 貸付けによる支出 △4,600

 貸付金の回収による収入 141,218

 その他 △23,689

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,801,049
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（単位：千円）

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年８月31日) 

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） △915,000

 長期借入れによる収入 2,000,000

 長期借入金の返済による支出 △3,360,538

 長期借入れ（責任財産限定）による収入 31,000,000

 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 △26,479,500

 リース債務の返済による支出 △9,146

 自己株式の取得による支出 △31,149

 自己株式の売却による収入 908

 配当金の支払額 △371,114

 少数株主への配当金の支払額 △854

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,833,605

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,382,058

現金及び現金同等物の期首残高 11,610,760

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 8,396

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △57,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,943,870

   

 

 

 

以 上 


