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平成 20 年 5月 30 日 

各  位 

会 社 名 株式会社トラスト       

代表者名 代表取締役社長  伊藤 誠英  

        （コード番号 3347 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理部長 横井 大樹郎 

                    （TEL 052-219-9058） 

 

(訂正)平成 20 年 3 月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成 20 年 5 月 14 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期決算短信」の記載内容の一部につい

て誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお訂正箇所は下線で表示しております。 

 

記 

１． 訂正箇所(1ページ) 

１． 20 年 3月期の連結業績(平成 19年 4月 1日～平成 20年 3 月 31 日) 

 (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3月期 95 517 △274 983

19年3月期 301 △1,817 855 668 

 

(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3月期 66 546 △274 983

19年3月期 301 △1,817 855 668 

 

２． 訂正箇所(5～6ページ) 

１． 経営成績 

 (2) 財政状態に関する分析 

④ キャッシュ・フロー 

  (訂正前) 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は 983 百万円(前年同期比

147.0％)となりました。 
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は 95百万円となりました。これは

主に税金等調整前当期純損失(9百万円)、有形固定資産売却損(233 百万円)、法人税等の支払

額(139 百万円)によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、投資活動の結果得られた資金は 517 百万円となりました。これ

は主に有形固定資産の売却による収入(875 百万円)、投資有価証券の売却による収入(433 百

万円)によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は 274 百万円となりました。これ

は主に長期借入金の返済による支出(200 百万円)によるものであります。 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期

自己資本比率(％) 79.1 66.2 68.5

時価ベースの自己資本比率(％) 311.4 122.5 45.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) ― 332.2 837.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― 1,061.7 7.7
 

 

(訂正後) 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は 983 百万円(前年同期比

147.0％)となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は 66百万円となりました。これは

主に税金等調整前当期純損失(9百万円)、有形固定資産売却損(233 百万円)、法人税等の支払

額(139 百万円)によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、投資活動の結果得られた資金は 546 百万円となりました。これ

は主に有形固定資産の売却による収入(875 百万円)、投資有価証券の売却による収入(433 百

万円)によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は 274 百万円となりました。これ

は主に長期借入金の返済による支出(200 百万円)によるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期

自己資本比率(％) 79.1 66.2 68.5

時価ベースの自己資本比率(％) 311.4 122.5 45.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) ― 332.2 1197.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― 1,061.7 5.4
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３． 訂正箇所(18 ページ) 

４．連結財務諸表 

 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(訂正前) 

前連結会計年度
(自　平成18年4月1日
  至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月1日

   至　平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税金等調整前当期純利益
　　　又は税金等調整前当期純損失(△)

548,385 △9,353

　２　減価償却費 193,133 95,797

　３　貸倒引当金の増減額(△は減少) 69,653 △4,324

　４　賞与引当金の増減額(△は減少) △1,445 184

　５　役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △687 ―

　６　受取利息及び受取配当金 △12,627 △15,784

　７　受取リース料 △143,872 ―

　８　支払利息 ― 12,358

　９　為替差損 18,464 17,495

　10　投資収益 △16,796 ―

  11　投資有価証券売却益 ― △68,720

　12　投資有価証券売却損 ― 42,461

　13　投資有価証券評価損 25,485 ―

　14　有形固定資産売却損 ― 233,605

　15　売上債権の増減額(△は増加) △11,043 △25,399

　16　たな卸資産の増減額(△は増加) △12,066 △37,060

　17　その他流動資産の増減額(△は増加) 39,640 3,277

　18　仕入債務の増減額(△は減少) 24,553 △11,368

　19　未収消費税等の増減額(△は減少) △2,035 △17,942

　20　その他流動負債の増減額(△は減少) △176,817 △21,025

　21　役員賞与の支払額 △4,000 ―

　22　その他 4,731 36,853

　　　小計 542,657 231,053

　23　利息及び配当金の受取額 53,859 15,784

　24　利息及び割引料の支払額 △283 △12,358

　25　法人税等の支払額 △295,179 △139,000

　営業活動によるキャッシュ・フロー 301,053 95,479

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

  １　有価証券の取得による支出 △ 99,800 ―

　２　有価証券の売却による収入 99,840 ―

　３　有形固定資産の取得による支出 △ 1,968,525 △274,682

　４　有形固定資産の売却による収入 33,738 875,071

　５　無形固定資産の取得による支出 △ 559 △19,233

　６　投資有価証券の取得による支出 ― △ 206,343

  ７  投資有価証券の売却による収入 ― 433,159

　８　貸付けによる支出 △ 550 ―

　９　貸付金の回収による収入 1,411 ―

  10  投資事業組合からの分配金による収入 53,272 ―

　11　連結範囲変更を伴う連結子会社清算
　　　による支出

― △ 26,535

　12　リース料の受取による収入 63,094 ―

　13　その他 842 △ 263,887

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,817,235 517,548

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　長期借入れによる収入 1,000,000 ―

　２　長期借入金の返済による支出 ― △200,000

　３　配当金の支払額 △ 81,780 △67,925

　４　自己株式の取得による支出 △ 65,654 △6,348

　５　自己株式の売却による収入 2,500 ―

　財務活動によるキャッシュ・フロー 855,065 △274,273

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 18,273 △18,586

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 679,390 320,168

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,347,985 668,595

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 ― △5,756

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 668,595 983,007
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(訂正後) 

前連結会計年度
(自　平成18年4月1日
  至　平成19年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年4月1日

   至　平成20年3月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税金等調整前当期純利益
　　　又は税金等調整前当期純損失(△)

548,385 △9,353

　２　減価償却費 193,133 95,797

　３　貸倒引当金の増減額(△は減少) 69,653 △4,324

　４　賞与引当金の増減額(△は減少) △1,445 184

　５　役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △687 ―

　６　受取利息及び受取配当金 △12,627 △15,784

　７　受取リース料 △143,872 ―

　８　支払利息 ― 12,358

　９　為替差損 18,464 17,495

　10　投資収益 △16,796 ―

  11　投資有価証券売却益 ― △68,720

　12　投資有価証券売却損 ― 42,461

　13　投資有価証券評価損 25,485 ―

　14　有形固定資産売却損 ― 233,605

　15　売上債権の増減額(△は増加) △11,043 △25,399

　16　たな卸資産の増減額(△は増加) △12,066 △37,060

　17　その他流動資産の増減額(△は増加) 39,640 3,277

　18　仕入債務の増減額(△は減少) 24,553 △11,368

　19　未収消費税等の増減額(△は減少) △2,035 △17,942

　20　その他流動負債の増減額(△は減少) △176,817 △49,695

　21　役員賞与の支払額 △4,000 ―

　22　その他 4,731 36,853

　　　小計 542,657 202,383

　23　利息及び配当金の受取額 53,859 15,784

　24　利息及び割引料の支払額 △283 △12,358

　25　法人税等の支払額 △295,179 △139,000

　営業活動によるキャッシュ・フロー 301,053 66,809

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

  １　有価証券の取得による支出 △ 99,800 ―

　２　有価証券の売却による収入 99,840 ―

　３　有形固定資産の取得による支出 △ 1,968,525 △252,512

　４　有形固定資産の売却による収入 33,738 875,071

　５　無形固定資産の取得による支出 △ 559 △12,733

　６　投資有価証券の取得による支出 ― △ 206,343

  ７  投資有価証券の売却による収入 ― 433,159

　８　貸付けによる支出 △ 550 ―

　９　貸付金の回収による収入 1,411 ―

  10  投資事業組合からの分配金による収入 53,272 ―

　11　連結範囲変更を伴う連結子会社清算
　　　による支出

― △ 26,535

　12　リース料の受取による収入 63,094 ―

　13　その他 842 △ 263,887

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,817,235 546,218

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　長期借入れによる収入 1,000,000 ―

　２　長期借入金の返済による支出 ― △200,000

　３　配当金の支払額 △ 81,780 △67,925

　４　自己株式の取得による支出 △ 65,654 △6,348

　５　自己株式の売却による収入 2,500 ―

　財務活動によるキャッシュ・フロー 855,065 △274,273

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 18,273 △18,586

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 679,390 320,168

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,347,985 668,595

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 ― △5,756

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 668,595 983,007

 

 

以 上 


