
平成 24 年 6月 20 日 

各位 

会社名   コムシード株式会社      

代表者名  代表取締役社長 坂入 万弘  

（コード番号 3739 名証セントレックス） 

問合せ先  経営管理部          

       ゼネラルマネジャー 小倉 誠 

（TEL 03-5289-3114）          

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 24 年 3 月期決算短信[日本基準]（非連結）」の一部訂正に

ついて 

 

 平成 24 年 5 月 10 日に開示いたしました「平成 24 年 3 月期決算短信[日本基準]（非連結）」の

記載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、訂正箇所につ

きましては下線を付して表示しております。 

 また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。 

 

記 

１．経営成績 

（２）財政状態に関する分析 

  ② キャッシュ・フロー（3ページ） 

 

【訂正前】 

＜前略＞ 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は 2,397 千円（前年同期 96.5％減）となりま

した。これは主に有形固定資産の取得による支出 16,238 千円、無形固定資産の取得による支出

31,774 千円があったものの、敷金及び保証金の回収による収入 45,516 千円によるものです。 

＜後略＞ 

 

【訂正後】 

＜前略＞ 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は 2,397 千円（前年同期 96.5％減）となりま

した。これは主に有形固定資産の取得による支出 16,238 千円、無形固定資産の取得による支出

5,774 千円、事業譲受による支出 26,000 千円があったものの、敷金及び保証金の回収による収
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入 45,516 千円によるものです。 

＜後略＞ 
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４．個別財務諸表 

（４）キャッシュ・フロー計算書（13ページ） 

 

【訂正前】 

（単位：千円）

    
前事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 10,626 △68,426
  減価償却費 29,953 22,567
  投資有価証券売却損益（△は益） △721 －
  本社移転費用 3,685 －
  固定資産臨時償却費 7,258 －
  本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 6,900 △6,900
  減損損失 － 12,036
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,883 －
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,750 8,439
  退職給付引当金の増減額（△は減少） △768 △2,387
  受取利息及び受取配当金 △156 △108
  支払利息 395 79
  売上債権の増減額（△は増加） 16,928 138,523
  たな卸資産の増減額（△は増加） △3,554 2,043
  仕入債務の増減額（△は減少） △18,620 △90,579
  その他の流動資産の増減額（△は増加） △360 △18,241
  前払費用の増減額（△は増加） 1,154 △31,675
  長期未収入金の増減額（△は増加） － 300
  長期前払費用の増減額（△は増加） 520 △4,876
  その他の流動負債の増減額（△は減少） 46,612 △28,974
  前受収益の増減額（△は減少） － 46,475
  その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,915 －
  小計 109,572 △21,704
  利息及び配当金の受取額 156 108
  利息の支払額 △395 △79
  法人税等の支払額 △942 △947
  営業活動によるキャッシュ・フロー 108,390 △22,623

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 △38,605 △16,238
  無形固定資産の取得による支出 △3,132 △31,774
  投資有価証券の売却による収入 721 －
  出資金の回収による収入 － 100
  敷金及び保証金の差入による支出 △26,882 －
  敷金及び保証金の回収による収入 － 45,516
  投資活動によるキャッシュ・フロー △67,898 △2,397

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  リース債務の返済による支出 △9,379 △2,458
  財務活動によるキャッシュ・フロー △9,379 △2,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,112 △27,479

現金及び現金同等物の期首残高 315,567 346,679

現金及び現金同等物の期末残高 346,679 319,200
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【訂正後】 

（単位：千円）

    
前事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 10,626 △68,426
  減価償却費 29,953 22,567
  投資有価証券売却損益（△は益） △721 －
  本社移転費用 3,685 －
  固定資産臨時償却費 7,258 －
  本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 6,900 △6,900
  減損損失 － 12,036
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,883 －
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,750 8,439
  退職給付引当金の増減額（△は減少） △768 △2,387
  受取利息及び受取配当金 △156 △108
  支払利息 395 79
  売上債権の増減額（△は増加） 16,928 138,523
  たな卸資産の増減額（△は増加） △3,554 2,043
  仕入債務の増減額（△は減少） △18,620 △90,579
  その他の流動資産の増減額（△は増加） △360 △18,241
  前払費用の増減額（△は増加） 1,154 △31,675
  長期未収入金の増減額（△は増加） － 300
  長期前払費用の増減額（△は増加） 520 △4,876
  その他の流動負債の増減額（△は減少） 46,612 △28,974
  前受収益の増減額（△は減少） － 46,475
  その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,915 －
  小計 109,572 △21,704
  利息及び配当金の受取額 156 108
  利息の支払額 △395 △79
  法人税等の支払額 △942 △947
  営業活動によるキャッシュ・フロー 108,390 △22,623

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 △38,605 △16,238
  無形固定資産の取得による支出 △3,132 △5,774
  投資有価証券の売却による収入 721 －
  事業譲受による支出 － △26,000
  出資金の回収による収入 － 100
  敷金及び保証金の差入による支出 △26,882 －
  敷金及び保証金の回収による収入 － 45,516
  投資活動によるキャッシュ・フロー △67,898 △2,397

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  リース債務の返済による支出 △9,379 △2,458
  財務活動によるキャッシュ・フロー △9,379 △2,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,112 △27,479

現金及び現金同等物の期首残高 315,567 346,679

現金及び現金同等物の期末残高 346,679 319,200
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