
平成20年11月17日

各　位

会 社 名 株式会社　井　筒　屋

代表者名 代表取締役　江本　幸二

（コード番号 8260 東証１部　福証）

問合せ先 経理部ゼネラルマネージャー

　　　　　　白石　亮

（ＴＥＬ 093-522-3414）

（訂正）「平成21年２月期　中間決算短信」の一部訂正について

　平成20年10月20日に公表いたしました「平成21年２月期　中間決算短信」の記載内容において一部訂正

がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。

記

１ﾍﾟｰｼﾞ、１．20年８月中間期の連結業績　(3)連結キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年８月中間期 △1,515 △1,112 3,047 4,147

19年８月中間期 4,681 2,568 △8,533 5,436

20年　２月期 5,034 1,771 △10,095 3,430

（訂正後）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年８月中間期 △1,515 △815 3,047 4,147

19年８月中間期 4,681 2,568 △8,533 5,436

20年　２月期 5,034 1,771 △10,095 3,430

５ﾍﾟｰｼﾞ、（２）財政状態に関する分析　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（訂正前）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、主に当社本店を中心とした設備投資と山口

井筒屋の差入保証金の差入による資金支出により、11億12百万円の資金支出となりま

した。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加により30億47百万円の資金

収入となりました。

　この結果、現金及び現金同等物は、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額２

億97百万円と、当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の増加額４億19百万円に

より、前連結会計年度末に比べて７億16百万円増加し、41億47百万円となりました。

（訂正後）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、主に当社本店を中心とした設備投資と山口

井筒屋の差入保証金の差入による資金支出により、８億15百万円の資金支出となりま

した。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加により30億47百万円の資金

収入となりました。

　この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて７億16百万円増加し、

41億47百万円となりました。
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17ﾍﾟｰｼﾞ・18ﾍﾟｰｼﾞ、(4) 中間連結キャッシュ・フロー決算書

（訂正前）
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成19年３月１日 （自　平成20年３月１日 （自　平成19年３月１日

　至　平成20年８月31日） 　至　平成20年８月31日） 　至　平成20年２月29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(当期)中間純利益
又は税金等調整前中間純損失(△)

2,325,220 △1,029,171 2,637,774

減価償却費 920,558 990,001 1,912,824

減損損失   　　　　   　 － 704,286   　　　　   　 －

負ののれん償却額   　　　　   　 － △82,610   　　　　   　 －

貸倒引当金の増減額(減少△) 253,215 △311 252,211

賞与引当金の増減額(減少△) 34,414 △865 10,474

ポイント金券引当金の増減額
(減少△)

65,200 63,100 △33,400

退職給付引当金の増加額 1,132 5,637 105,773

役員退職慰労引当金の増加額 16,001 24,564 36,457

商品券回収損失引当金の増加額 446,800   　　　　   　 － 491,207

受取利息及び受取配当金 △158,509 △153,343 △306,445

支払利息 589,813 570,493 1,146,378

持分法による投資利益 △120,700 △573,272 △246,688

固定資産除却損等 76,830 123,145 208,409

固定資産売却益 △3,304   　　　　   　 － △3,304

投資有価証券売却益 △3,476   　　　　   　 － △3,476

子会社整理損 1,376,338   　　　　   　 － 1,376,338

投資有価証券評価損   　　　　   　 － 7,670   　　　　   　 －

売上債権の減少額 419,342 75,948 959,246

たな卸資産の増減額(増加△) 450,730 534,828 △20,814

仕入債務の減少額 △1,335,538 △2,634,599 △2,432,391

未払消費税の増減額(減少△) △19,488 67,620 △73,052

その他資産の増減額(増加△) △91,399 138,417 107,381

その他負債の増減額(減少△) △7,712 213,029 △99,641

小計 5,235,468 △955,428 6,025,264

利息及び配当金の受取額 159,384 155,030 308,106

利息の支払額 △569,395 △565,321 △1,118,367

法人税等の支払額 △144,190 △150,061 △180,615

　営業活動によるキャッシュ・フロー 4,681,266 △1,515,781 5,034,388

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出 △67,800 △45,600 △106,600

定期預金の払戻しによる収入 39,600 43,800 106,600

有価証券の取得による支出 △14,946   　　　　   　 － △34,882

有価証券の売却による収入 14,958   　　　　   　 － 34,912

有形固定資産の取得による支出 △396,622 △542,409 △1,294,746

有形固定資産の売却による収入 793,744 1,605 793,744

無形固定資産の取得による支出 △12,512 △317 △40,952

無形固定資産の売却による収入 277   　　　　   　 － 277

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による支出

※２   　　　　   　 － △0   　　　　   　 －

投資有価証券の取得による支出 △100,010   　　　　   　 － △200,220

投資有価証券の売却による収入   　　　　   　 －   　　　　   　 －   　　　　   　 －

貸付による支出 △23,123 △53,696 △50,088

貸付金の回収による収入 228,600 229,600 428,200

差入保証金の差入による支出 △48,798 △800,255 △49,839

差入保証金の返還による収入 2,154,877 22,185 2,185,051

その他 420 32,557 420

　投資活動によるキャッシュ・フロー 2,568,663 △1,112,529 1,771,874

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減 △4,108,500 486,000 △4,030,500

長期借入れによる収入   　　　　   　 － 4,850,000 951,000

長期借入金の返済による支出 △4,423,287 △2,288,079 △7,014,222

自己株式の取得による支出 △1,624 △532 △2,094

　財務活動によるキャッシュ・フロー △8,533,411 3,047,388 △10,095,816

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
　 (減少△)

△1,283,481 419,078 △3,289,553

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,720,271 3,430,717 6,720,271

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物
　 の増加額

  　　　　   　 － 297,380   　　　　   　 －

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
　 (期末)残高

※１ 5,436,789 4,147,175 3,430,717
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

（訂正後）
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自　平成19年３月１日 （自　平成20年３月１日 （自　平成19年３月１日

　至　平成20年８月31日） 　至　平成20年８月31日） 　至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

税金等調整前(当期)中間純利益
又は税金等調整前中間純損失(△)

2,325,220 △1,029,171 2,637,774

920,558 990,001 1,912,824減価償却費

  　　　　   　 － 704,286   　　　　   　 －減損損失

負ののれん償却額   　　　　   　 － △82,610   　　　　   　 －

貸倒引当金の増減額(減少△) 253,215 △311 252,211

賞与引当金の増減額(減少△) 34,414 △865 10,474

ポイント金券引当金の増減額
(減少△)

65,200 63,100 △33,400

退職給付引当金の増加額 1,132 5,637 105,773

役員退職慰労引当金の増加額 16,001 24,564 36,457

商品券回収損失引当金の増加額 446,800   　　　　   　 － 491,207

受取利息及び受取配当金 △158,509 △153,343 △306,445

支払利息 589,813 570,493 1,146,378

持分法による投資利益 △120,700 △573,272 △246,688

固定資産除却損等 76,830 123,145 208,409

固定資産売却益 △3,304   　　　　   　 － △3,304

投資有価証券売却益 △3,476   　　　　   　 － △3,476

子会社整理損 1,376,338   　　　　   　 － 1,376,338

投資有価証券評価損   　　　　   　 － 7,670   　　　　   　 －

売上債権の減少額 419,342 75,948 959,246

たな卸資産の増減額(増加△) 450,730 534,828 △20,814

仕入債務の減少額 △1,335,538 △2,634,599 △2,432,391

未払消費税の増減額(減少△) △19,488 67,620 △73,052

その他資産の増減額(増加△) △91,399 138,417 107,381

その他負債の増減額(減少△) △7,712 121,443 △99,641

小計 5,235,468 △1,047,014 6,025,264

利息及び配当金の受取額 159,384 155,030 308,106

利息の支払額 △569,395 △565,321 △1,118,367

法人税等の支払額 △144,190 △58,475 △180,615

　営業活動によるキャッシュ・フロー 4,681,266 △1,515,781 5,034,388

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出 △67,800 △45,600 △106,600

定期預金の払戻しによる収入 39,600 43,800 106,600

有価証券の取得による支出 △14,946   　　　　   　 － △34,882

有価証券の売却による収入 14,958   　　　　   　 － 34,912

有形固定資産の取得による支出 △396,622 △542,409 △1,294,746

有形固定資産の売却による収入 793,744 1,605 793,744

無形固定資産の取得による支出 △12,512 △317 △40,952

無形固定資産の売却による収入 277   　　　　   　 － 277

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による収入

※２   　　　　   　 － 297,380   　　　　   　 －

投資有価証券の取得による支出 △100,010   　　　　   　 － △200,220

投資有価証券の売却による収入   　　　　   　 －   　　　　   　 －   　　　　   　 －

貸付による支出 △23,123 △53,696 △50,088

貸付金の回収による収入 228,600 229,600 428,200

差入保証金差入による支出 △48,798 △800,255 △49,839

差入保証金返還による収入 2,154,877 22,185 2,185,051

その他 420 32,557 420

　投資活動によるキャッシュ・フロー 2,568,663 △815,149 1,771,874

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減 △4,108,500 486,000 △4,030,500

長期借入れによる収入   　　　　   　 － 4,850,000 951,000

長期借入金の返済による支出 △4,423,287 △2,288,079 △7,014,222

自己株式の取得による支出 △1,624 △532 △2,094

　財務活動によるキャッシュ・フロー △8,533,411 3,047,388 △10,095,816

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
　 (減少△)

△1,283,481 716,458 △3,289,553

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,720,271 3,430,717 6,720,271

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
　 (期末)残高

※１ 5,436,789 4,147,175 3,430,717

3 以　　上


	中間期

