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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

当社が平成17年12月19日に提出しました第45期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)半期報告書の記

載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、これを訂正するために半期報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第１ 企業の概況 

    １  主要な経営指標等の推移 

     (1)連結経営指標等 

 第２ 事業の概況 

    １  業績等の概要 

     (2)キャッシュ・フロー 

 第５ 経理の状況 

    １  中間連結財務諸表等 

     (1)中間連結財務諸表 

      ④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書  

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は   を付して表示しております。 



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

（訂正前） 

＜注記省略＞ 

（訂正後） 

＜注記省略＞ 

  

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

自 平成15年
  ４月１日
至 平成15年
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日
至 平成16年
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日
至 平成17年
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日
至 平成17年
  ３月31日

              

      ＜中略＞       

              

自己資本比率 (％) 88.6 87.8 88.1 87.0 89.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,059 3,831 1,539 4,566 7,525 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,550 △3,221 △1,427 △4,102 △4,594 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △157 △553 △344 △365 △915 

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 13,815 15,610 17,454 15,413 17,518 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
1,402 
(227)

1,486 
(236)

1,483 
(188)

1,401 
(231)

1,447 
(218)

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

自 平成15年
  ４月１日
至 平成15年
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日
至 平成16年
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日
至 平成17年
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日
至 平成17年
  ３月31日

              

      ＜中略＞       

              

自己資本比率 (％) 88.6 87.8 88.1 87.0 89.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,059 3,831 1,539 4,566 7,525 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,550 △3,221 △1,408 △4,102 △4,594 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △157 △553 △344 △365 △915 

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 13,815 15,610 17,454 15,413 17,518 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
1,402 
(227)

1,486 
(236)

1,483 
(188)

1,401 
(231)

1,447 
(218)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

＜省略＞ 

  

(2) キャッシュ・フロー 

  

＜省略＞ 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

（訂正前） 

グローバル事業戦略の再構築を主とした積極的な設備投資を行った結果、有形固定資産の取得による支出は増加

しましたが、３ヶ月を超える定期預金の預入による支出が大幅に減少したため、前年同期比で1,794百万円支出が減

少し、投資活動による資金の支出は1,427百万円となりました。 

（訂正後） 

グローバル事業戦略の再構築を主とした積極的な設備投資を行った結果、有形固定資産の取得による支出は増加

しましたが、３ヶ月を超える定期預金の預入による支出が大幅に減少したため、前年同期比で1,813百万円支出が減

少し、投資活動による資金の支出は1,408百万円となりました。 

  

＜省略＞ 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 【中間連結財務諸表等】 

（1）【中間連結財務諸表】 

④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

（訂正前） 

    前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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 

  2,664,025 1,680,974 4,238,482

減価償却費   1,582,287 1,650,169 3,284,583

    
    ＜中略＞  
    

Ⅱ 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   △1,446,772 △38,628 △1,451,244

    
    ＜中略＞  
    

有形固定資産の売却による収入   82,550 280,549 119,914

子会社株式取得による支出   － △107,295 －

貸付金の実行による支出   △1,000 △1,099 △1,000

貸付金の回収による収入   9,458 6,188 18,758

その他の投資増加額   △82,076 20,652 △173,113

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △3,221,645 △1,427,209 △4,594,190

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

自己株式の取得による支出   △297,384 △95,046 △415,352

配当金の支払額   △256,601 △248,956 △500,330

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  △553,986 △344,002 △915,682

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

  141,173 148,749 89,365

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
(減少額△) 

  197,525 △83,020 2,105,428

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   15,413,395 17,518,823 15,413,395

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び 
  現金同等物の期首残高 

  － 19,162  －

Ⅷ 現金及び現金同等物 
中間期末(期末)残高 

※１ 15,610,920 17,454,965 17,518,823

    



  

（訂正後） 

  

    前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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 

  2,664,025 1,680,974 4,238,482

減価償却費   1,582,287 1,650,169 3,284,583

    
    ＜中略＞  
    

Ⅱ 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   △1,446,772 △38,628 △1,451,244

    

    ＜中略＞  
    

有形固定資産の売却による収入   82,550 280,549 119,914

子会社株式取得による支出   － △55,376 －

連結範囲変更に伴う子会社株式
取得による支出 

  － △32,756 －

貸付金の実行による支出   △1,000 △1,099 △1,000

貸付金の回収による収入   9,458 6,188 18,758

その他の投資増加額   △82,076 20,652 △173,113

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △3,221,645 △1,408,047 △4,594,190

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

自己株式の取得による支出   △297,384 △95,046 △415,352

配当金の支払額   △256,601 △248,956 △500,330

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  △553,986 △344,002 △915,682

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

  141,173 148,749 89,365

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
(減少額△) 

  197,525 △63,857 2,105,428

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   15,413,395 17,518,823 15,413,395

Ⅶ 現金及び現金同等物 
中間期末(期末)残高 

※１ 15,610,920 17,454,965 17,518,823
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