
[訂正箇所]
（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】

（ＴＥＬ　　０６-６９４４-５０００）

（コード番号　　7946　　大証第二部）

各　　位

　平成21年８月14日に発表いたしました「平成22年３月期　第１四半期決算短信」の内容に一部訂正が

ありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

（訂正）「平成22年３月期　第１四半期決算短信」の一部訂正について

記

　当第１四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、６億30百万円
と前連結会計年度末と比べ２億６百万円の増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金は２百万円の支出（前年同四半期は２億59百
万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の取得２百万円等による資金の減少によるもの
です。

　なお、当第１四半期連結累計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）

　当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金は99百万円の支出（前年同四半期は47百万円
の収入）となりました。これは、減価償却費18百万円の計上、たな卸資産の減少14百万円等の資金の増
加に対して、税金等調整前四半期純損失51百万円の計上、売上債権の増加70百万円、仕入債務の減少12
百万円等の資金の減少によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金は３億８百万円の収入（前年同四半期は１億
７百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済21百万円（追加）等の資金の減少に対
して、長期借入れによる収入３億30百万円等の資金の増加によるものです。

平成22年2月12日

会 社 名　株 　式 　会 　社 　光 　陽 　社
代表者名 代表取締役社長 　佐　々　木　　孝

問い合せ先　　　広報室室長　　西　 田 　　道 　夫
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【訂正後】

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四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、６億30百万円
と前連結会計年度末と比べ２億６百万円の増加となりました。

　当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金は３億６百万円の収入（前年同四半期は１億
７百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済21百万円、リース債務の返済１百万
円、割賦債務の返済１百万円等の資金の減少に対して、長期借入れによる収入３億30百万円等の資金の
増加によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金は１百万円の支出（前年同四半期は２億59百
万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の取得１百万円等による資金の減少によるもの
です。

　なお、当第１四半期連結累計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）

　当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金は98百万円の支出（前年同四半期は47百万円
の収入）となりました。これは、減価償却費18百万円の計上、たな卸資産の減少14百万円等の資金の増
加に対して、税金等調整前四半期純損失51百万円の計上、売上債権の増加70百万円、仕入債務の減少12
百万円等の資金の減少によるものです。
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（10ページ・11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１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日
　至　平成20年６月30日） 　至　平成21年６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（△）
　減価償却費 16,620 18,529
　のれん償却額 ― 4,241
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,711 △17,258
　賞与引当金の増減額（△は減少） 22,128 14,211
　退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,018 10,230
　事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △44,619 △31,697
　受取利息及び受取配当金 △9,781 △211
　支払利息 9,373 2,715
　持分法による投資損益（△は益） ― △2,962
　有形固定資産売却損益（△は益） 55 ―
　有形固定資産除却損 24,108 4,414
　投資有価証券売却損益（△は益） △77,433 ―
　会員権売却損益（△は益） ― 80
　売上債権の増減額（△は増加） 86,633 △70,250
　たな卸資産の増減額（△は増加） 23,736 14,344
　仕入債務の増減額（△は減少） △49,549 △12,469
　その他 31,706 35,299
　小計 62,338 △82,681
　利息及び配当金の受取額 9,782 211
　利息の支払額 △8,438 △2,351
　法人税等の支払額 △16,547 △14,702
　営業活動によるキャッシュ・フロー 47,134 △99,523
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 ― △300
　定期預金の払戻による収入 ― 300
　有形固定資産の取得による支出 △1,647 △2,993
　有形固定資産の売却による収入 200 ―
　投資有価証券の取得による支出 0 ―
　投資有価証券の売却による収入 247,265 ―
　無形固定資産の取得による支出 △8,846 △288
　会員権の売却による収入 ― 200
　短期貸付金の回収による収入 236 ―
　長期貸付金の回収による収入 180 ―
　差入保証金の差入による支出 △2,349 △75
　差入保証金の回収による収入 23,970 661
　投資活動によるキャッシュ・フロー 259,008 △2,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の返済による支出 △20,000 ―
　長期借入れによる収入 ― 330,000
　長期借入金の返済による支出 △230,373 △21,016
　株式の発行による収入 357,946 ―
　自己株式の取得による支出 △21 △62
　自己株式の売却による収入 ― 27

　財務活動によるキャッシュ・フロー 107,552 308,369
現金及び現金同等物に係る換算差額 ― △1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 413,694 206,928
現金及び現金同等物の期首残高 524,201 423,919
現金及び現金同等物の四半期末残高 937,896 630,848

28,664 △51,899

（追加）
（追加）
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【訂正後】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日 （自　平成21年４月１日
　至　平成20年６月30日） 　至　平成21年６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（△）
　減価償却費 16,620 18,529
　のれん償却額 ― 4,241
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,711 △17,258
　賞与引当金の増減額（△は減少） 22,128 14,211
　退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,018 10,230
　事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △44,619 △31,697
　受取利息及び受取配当金 △9,781 △211
　支払利息 9,373 2,715
　持分法による投資損益（△は益） ― △2,962
　有形固定資産売却損益（△は益） 55 ―
　有形固定資産除却損 24,108 4,414
　投資有価証券売却損益（△は益） △77,433 ―
　会員権売却損益（△は益） ― 80
　売上債権の増減額（△は増加） 86,633 △70,250
　たな卸資産の増減額（△は増加） 23,736 14,344
　仕入債務の増減額（△は減少） △49,549 △12,469
　その他 31,706 36,458
　小計 62,338 △81,522
　利息及び配当金の受取額 9,782 211
　利息の支払額 △8,438 △2,351
　法人税等の支払額 △16,547 △14,702
　営業活動によるキャッシュ・フロー 47,134 △98,364
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 ― △300
　定期預金の払戻による収入 ― 300
　有形固定資産の取得による支出 △1,647 △1,572
　有形固定資産の売却による収入 200 ―
　投資有価証券の取得による支出 0 ―
　投資有価証券の売却による収入 247,265 ―
　無形固定資産の取得による支出 △8,846 △288
　会員権の売却による収入 ― 200
　短期貸付金の回収による収入 236 ―
　長期貸付金の回収による収入 180 ―
　差入保証金の差入による支出 △2,349 △75
　差入保証金の回収による収入 23,970 661
　投資活動によるキャッシュ・フロー 259,008 △1,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の返済による支出 △20,000 ―
　長期借入れによる収入 ― 330,000
　長期借入金の返済による支出 △230,373 △21,016
　株式の発行による収入 357,946 ―
　自己株式の取得による支出 △21 △62
　自己株式の売却による収入 ― 27
　リース債務の返済による支出 ― △1,158
　割賦債務の返済による支出 ― △1,420
　財務活動によるキャッシュ・フロー 107,552 306,369
現金及び現金同等物に係る換算差額 ― △1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 413,694 206,928
現金及び現金同等物の期首残高 524,201 423,919
現金及び現金同等物の四半期末残高 937,896 630,848

以 上

28,664 △51,899
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 641,448 434,519

受取手形 311,838 234,105

売掛金 505,361 505,784

商品及び製品 11,549 16,464

仕掛品 61,043 65,161

原材料及び貯蔵品 19,071 24,382

その他 95,973 59,727

貸倒引当金 △16,559 △27,494

流動資産合計 1,629,726 1,312,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 238,214 246,082

機械及び装置（純額） 79,442 88,393

車両運搬具（純額） 299 324

土地 244,225 244,225

リース資産（純額） 19,013 20,253

その他（純額） 20,122 21,678

有形固定資産合計 601,316 620,957

無形固定資産   

のれん 79,178 83,420

その他 40,940 42,382

無形固定資産合計 120,118 125,802

投資その他の資産   

投資有価証券 51,014 48,277

破産更生債権等 30,184 37,245

差入保証金 74,461 75,029

その他 40,400 41,434

貸倒引当金 △26,134 △32,458

投資その他の資産合計 169,926 169,528

固定資産合計 891,362 916,288

資産合計 2,521,088 2,228,939



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 308,664 310,751

買掛金 210,176 220,557

短期借入金 135,330 96,327

リース債務 4,837 4,756

未払金 64,815 48,155

未払法人税等 5,260 14,702

賞与引当金 44,412 30,201

その他 122,587 97,529

流動負債合計 896,083 822,981

固定負債   

長期借入金 478,284 208,303

リース債務 15,465 16,705

退職給付引当金 413,597 403,366

繰延税金負債 31 －

その他 37,920 42,377

固定負債合計 945,298 670,752

負債合計 1,841,382 1,493,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,928,959 1,928,959

資本剰余金 180,000 180,000

利益剰余金 △1,389,622 △1,334,342

自己株式 △35,068 △35,106

株主資本合計 684,267 739,509

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,561 △4,304

評価・換算差額等合計 △4,561 △4,304

純資産合計 679,705 735,205

負債純資産合計 2,521,088 2,228,939



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,162,667 938,268

売上原価 884,243 750,426

売上総利益 278,423 187,842

販売費及び一般管理費 296,173 253,262

営業損失（△） △17,749 △65,420

営業外収益   

受取利息 41 27

受取配当金 9,740 183

持分法による投資利益 － 2,962

その他 6,997 2,907

営業外収益合計 16,779 6,081

営業外費用   

支払利息 9,373 2,715

支払補償費 5,714 1,427

その他 3,479 1,107

営業外費用合計 18,566 5,250

経常損失（△） △19,537 △64,589

特別利益   

投資有価証券売却益 89,185 －

貸倒引当金戻入額 － 13,138

特別利益合計 89,185 13,138

特別損失   

固定資産売却損 55 －

投資有価証券売却損 11,752 －

事業構造改善費用 29,175 342

その他 － 106

特別損失合計 40,983 448

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（△）

28,664 △51,899

法人税、住民税及び事業税 3,460 3,308

法人税等合計 3,460 3,308

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,203 △55,207



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△）

28,664 △51,899

減価償却費 16,620 18,529

のれん償却額 － 4,241

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,711 △17,258

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,128 14,211

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,018 10,230

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △44,619 △31,697

受取利息及び受取配当金 △9,781 △211

支払利息 9,373 2,715

持分法による投資損益（△は益） － △2,962

有形固定資産売却損益（△は益） 55 －

有形固定資産除却損 24,108 4,414

投資有価証券売却損益（△は益） △77,433 －

会員権売却損益（△は益） － 80

売上債権の増減額（△は増加） 86,633 △70,250

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,736 14,344

仕入債務の増減額（△は減少） △49,549 △12,469

その他 31,706 36,458

小計 62,338 △81,522

利息及び配当金の受取額 9,782 211

利息の支払額 △8,438 △2,351

法人税等の支払額 △16,547 △14,702

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,134 △98,364

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 － △300

定期預金の払戻による収入 － 300

有形固定資産の取得による支出 △1,647 △1,572

有形固定資産の売却による収入 200 －

投資有価証券の取得による支出 0 －

投資有価証券の売却による収入 247,265 －

無形固定資産の取得による支出 △8,846 △288

会員権の売却による収入 － 200

短期貸付金の回収による収入 236 －

長期貸付金の回収による収入 180 －

差入保証金の差入による支出 △2,349 △75

差入保証金の回収による収入 23,970 661

投資活動によるキャッシュ・フロー 259,008 △1,074



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △20,000 －

長期借入れによる収入 － 330,000

長期借入金の返済による支出 △230,373 △21,016

株式の発行による収入 357,946 －

自己株式の取得による支出 △21 △62

自己株式の売却による収入 － 27

リース債務の返済による支出 － △1,158

割賦債務の返済による支出 － △1,420

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,552 306,369

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 413,694 206,928

現金及び現金同等物の期首残高 524,201 423,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 937,896 630,848




