(財)財務会計基準機構会員
平成 21 年２月 17 日
各 位
会 社 名 東 京 コ ス モ ス 電 機 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 寺田 実
（コード番号 6772 東証第２部）
問合せ先 取締役副社長 塩崎 義和
（TEL．03－3255－3917）
（訂正）
「平成 21 年３月期第３四半期決算短信」の一部訂正について
平成 21 年２月８日に発表いたしました「平成 21 年３月期第３四半期決算短信」の一部に誤り
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 を付しております。
【定性的情報・財務諸表等】 （3 ページ）
２．連結財政状態に関する定性的情報
(2)キャッシュ・フローの状況
②投資活動によるキャッシュ・フロー
③財務活動によるキャッシュ・フロー

５．【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】
（10 ページ）
(訂正前)
２．連結財政状態に関する定性的情報
(2)キャッシュ・フローの状況
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は 307 百万円となりました。
収入の主な内訳は、売上債権の減少 375 百万円、税金等調整前四半期純利益 297 百万円、減価償却費 246
百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少 162 百万円、賞与引当金の減少 82 百万円、たな卸資産
の増加 102 百万円、法人税等支払額 230 百万円によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は 227 百万円であります。
これは、主に定期預金の預入による支出(純額)11 百万円及び有形固定資産の取得による支出 178 百万円
によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果得られた資金は 70 百万円となりました。

(訂正後)
２．連結財政状態に関する定性的情報
(2)キャッシュ・フローの状況
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は 319 百万円となりました。
主な内訳は、売上債権の減少 375 百万円・税金等調整前四半期純利益 297 百万円・減価償却費 248 百万円
等があったものの、仕入債務の減少 162 百万円・賞与引当金の減少 82 百万円・たな卸資産の増加 102 百万
円・法人税等支払額 230 百万円等があったためによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は 197 百万円であります。
これは、主に定期預金の預入による支出(純額)11 百万円及び有形固定資産の取得による支出 160 百万円
によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果得られた資金は 26 百万円となりました。

東京コスモス電機㈱(6772)訂正
(訂正前)
５．【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】

平成 21 年 3 月期 第 3 四半期決算短信

（単位：千円）
当第３四半期連結累計期間
(自 平成 20 年４月１日
至 平成 20 年 12 月 31 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
減価償却費
賞与引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
投資有価証券評価損益（△は益）
有形固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
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
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
その他
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
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高

297,316
246,205
△82,606
△4,135
11,707
10,800
△12,101
41,187
24,936
891
375,297
△102,830
△162,577
369
△74,109
570,351
12,112
△44,870
△230,366
307,227
△512,495
500,658
△178,990
△6,000
6,431
△1,611
229
△36,018
△227,797
267,000
667,450
△541,708
△260,000
△948
△61,366
△103
70,324
△39,186
110,568
1,103,093
1,213,662

東京コスモス電機㈱(6772)訂正
(訂正後)
５．【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】

平成 21 年 3 月期 第 3 四半期決算短信

（単位：千円）
当第３四半期連結累計期間
(自 平成 20 年４月１日
至 平成 20 年 12 月 31 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
減価償却費
賞与引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
投資有価証券評価損益（△は益）
有形固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
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
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
その他
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
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
リース債務返済のための支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高

297,316
248,140
△82,606
△4,135
11,707
10,800
△12,101
41,187
24,936
891
375,297
△102,830
△162,577
906
△63,844
583,089
12,112
△44,870
△230,366
319,966
△512,495
500,658
△160,631
△6,000
6,431
△1,611
229
△23,746
△197,165
267,000
667,450
△541,708
△260,000
△948
△61,366
△103
△43,370
26,953
△39,186
110,568
1,103,093
1,213,662

以上

