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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成21年８月５日に提出した第144期第１四半期（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）の四半期報告書の記

載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に

基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出致します。

　

　なお、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL

形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む。）を提出致します。

　

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

第２　事業の状況

４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

（３）キャッシュ・フローの状況　

第５　経理の状況

１　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

［四半期レビュー報告書］

　

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿を付して表示しています。
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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】

（訂正前）

回次
第143期

前第１四半期連結
累計（会計）期間

第144期
当第１四半期連結
累計（会計）期間

第143期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

売上高 　　 (百万円) 236,636 166,001 943,409

経常利益または経常損失（△）　 (百万円) 6,639 △4,447 △2,680

四半期純利益または

四半期（当期）純損失（△）
(百万円) 2,727 △17,723 △42,963

純資産額     (百万円) 402,980 320,734 329,985

総資産額     (百万円) 1,052,183 875,871 874,157

１株当たり純資産額  　　　　 （円） 388.63 301.10 310.49

１株当たり四半期純利益金額または

四半期（当期）純損失金額 （△）
（円） 2.77 △18.01 △43.65

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
（円） 2.77 － －

自己資本比率  （％） 36.4 33.8 35.0

営業活動による

キャッシュ・フロー　　   
(百万円) △8,807 △2,166 40,391

投資活動による

キャッシュ・フロー       
(百万円) △44,108 △15,270 △116,303

財務活動による

キャッシュ・フロー       
(百万円) 61,216 25,370 79,178

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高     
(百万円) 26,433 27,605 18,796

従業員数           （名） 19,372 19,534 19,453

（注）　省略
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（訂正後）

回次
第143期

前第１四半期連結
累計（会計）期間

第144期
当第１四半期連結
累計（会計）期間

第143期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

売上高 　　 (百万円) 236,636 166,001 943,409

経常利益または経常損失（△）　 (百万円) 6,639 △4,447 △2,680

四半期純利益または

四半期（当期）純損失（△）
(百万円) 2,727 △17,723 △42,963

純資産額     (百万円) 402,980 320,734 329,985

総資産額     (百万円) 1,052,183 875,871 874,157

１株当たり純資産額  　　　　 （円） 388.63 301.10 310.49

１株当たり四半期純利益金額または

四半期（当期）純損失金額 （△）
（円） 2.77 △18.01 △43.65

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
（円） 2.77 － －

自己資本比率  （％） 36.4 33.8 35.0

営業活動による

キャッシュ・フロー　　   
(百万円) △8,807  7,457 40,391

投資活動による

キャッシュ・フロー       
(百万円) △44,108 △15,270 △116,303

財務活動による

キャッシュ・フロー       
(百万円) 61,216 15,746 79,178

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高     
(百万円) 26,433 27,605 18,796

従業員数           （名） 19,372 19,534 19,453

（注）　省略
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第２【事業の状況】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（訂正前）

 　(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、売上債権が減少したこと

による資金収入の増加はあったものの、税金等調整前当期純損失が203億円となり、営業活動によるキャッシュ・フ

ローが22億円の資金支出となるとともに、品質維持・合理化のための投資を行う一方で、長短借入金による資金調

達を実施したこと等により、前連結会計年度末に比べ88億円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は276億円と

なりました。

(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キャッシュ・フローは、22億円の資金支出（前年同四半期は

88億円の資金支出）となりました。これは主に、減価償却費及びその他の償却費151億円、売上債権の減少142億円が

資金収入となる一方で、税金等調整前四半期純損失203億円、金銭信託の追加拠出額72億円、法人税等の支払額が36

億円となったことによるものです。

(略)

　

(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キャッシュ・フローは、254億円の資金収入（前年同四半期

は612億円の資金収入）となりました。これは主に、長短借入金等による調達が増加したことによるものです。
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（訂正後）

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損

失が203億円となりましたが、減価償却費及びその他の償却費や売上債権の減少により、営業活動によるキャッシュ

・フローが75億円の資金収入となるとともに、品質維持・合理化のための投資を行う一方で、長短借入金による資

金調達を実施したこと等により、前連結会計年度末に比べ88億円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は276億

円となりました。

(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キャッシュ・フローは、75億円の資金収入（前年同四半期は

88億円の資金支出）となりました。これは主に、減価償却費及びその他の償却費151億円、売上債権の減少142億円、

仕入債務の増加20億円が資金収入となる一方で、税金等調整前四半期純損失203億円、法人税等の支払額が36億円と

なったことによるものです。

(略)

　

(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キャッシュ・フローは、157億円の資金収入（前年同四半期

は612億円の資金収入）となりました。これは主に、長短借入金等による調達が増加したことによるものです。
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第５【経理の状況】

２　監査証明について

（訂正前）

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表ならびに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。

　

（訂正後）

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表ならびに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。

なお、訂正後の四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、その四半期レビュー報

告書を添付しています。　
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１【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：百万円）

　
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（△）

6,021 △20,315

減価償却費及びその他の償却費 15,971 15,081
受取利息及び受取配当金 △781 △805
支払利息 2,388 1,775
持分法による投資損益（△は益） 1,086 1,638
売上債権の増減額（△は増加） 635 14,228
たな卸資産の増減額（△は増加） △33,424 △814
仕入債務の増減額（△は減少） 12,587 2,036
その他 △3,900 △3,167
小計 584 9,659
利息及び配当金の受取額 907 933
利息の支払額 △2,452 △1,927
法人税等の支払額 △7,847 △3,634
金銭信託の追加拠出額 － △7,198
営業活動によるキャッシュ・フロー △8,807 △2,166
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 △18,353 △11,526
投資有価証券の取得による支出 △2,335 △199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△22,542 －

その他 △876 △3,544
投資活動によるキャッシュ・フロー △44,108 △15,270
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） 28,164 3,076
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 13,000 16,000
長期借入れによる収入 1,418 17,057
長期借入金の返済による支出 △3,651 △3,349
社債の発行による収入 32,008 6,199
社債の償還による支出 △6,070 △11,452
配当金の支払額 △3,445 △1,968
その他 △207 △193
財務活動によるキャッシュ・フロー 61,216 25,370
現金及び現金同等物に係る換算差額 △960 875
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,339 8,808
現金及び現金同等物の期首残高 19,093 18,796
現金及び現金同等物の四半期末残高 26,433 27,605
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（訂正後）

 　 （単位：百万円）

　
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（△）

6,021 △20,315

減価償却費及びその他の償却費 15,971 15,081
受取利息及び受取配当金 △781 △805
支払利息 2,388 1,775
持分法による投資損益（△は益） 1,086 1,638
売上債権の増減額（△は増加） 635 14,228
たな卸資産の増減額（△は増加） △33,424 △814
仕入債務の増減額（△は減少） 12,587 2,036
その他 △3,900 6,456
小計 584 19,283
利息及び配当金の受取額 907 933
利息の支払額 △2,452 △1,927
法人税等の支払額 △7,847 △3,634
金銭信託の追加拠出額 － △7,198
営業活動によるキャッシュ・フロー △8,807 7,457
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 △18,353 △11,526
投資有価証券の取得による支出 △2,335 △199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△22,542 －

その他 △876 △3,544
投資活動によるキャッシュ・フロー △44,108 △15,270
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） 28,164 8,252
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 13,000 16,000
長期借入れによる収入 1,418 2,257
長期借入金の返済による支出 △3,651 △3,349
社債の発行による収入 32,008 6,199
社債の償還による支出 △6,070 △11,452
配当金の支払額 △3,445 △1,968
その他 △207 △193
財務活動によるキャッシュ・フロー 61,216 15,746
現金及び現金同等物に係る換算差額 △960 875
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,339 8,808
現金及び現金同等物の期首残高 19,093 18,796
現金及び現金同等物の四半期末残高 26,433 27,605

　

EDINET提出書類

帝人株式会社(E00872)

訂正四半期報告書

 9/10



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成22年５月10日　 

帝人株式会社    

 代表取締役社長 大八木　成男　殿  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 德田　省三　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 宍戸　通孝　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中嶋　　歩　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている帝人株式会社の平成
21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月
30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す
なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー
を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に
対する結論を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続
その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実
施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、帝人株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態並びに
同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ
させる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
追記情報
　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基
づき四半期連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期連結財務諸表について四半期レビューを行った。　
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

※１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

提出会社）が別途保管しています。

２　四半期連結財務諸表の範囲には、XBRLデータ自体は含まれていません。
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