
 
 
 

平成 25 年 6 月 14 日 
各    位 

上場会社名 グ ロ ー リ ー 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長  尾 上 広 和 

本社所在地 兵 庫 県 姫 路 市 下 手 野 一 丁 目 ３ 番 １ 号

コード番号 ６４５７               

上場取引所 東証第一部、大証第一部          

決 算 期 ３月 

問 合 せ 先 専務執行役員 経営管理本部長 田中 修 

Ｔ Ｅ Ｌ （０７９）２９７－３１３１ 

 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成 25 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成 25 年５月 10 日に開示しました「平成 25 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容の

一部に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。また、数値データにつきましても同様

に訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して内容を表示しております。 

 
記 

 
 
（訂正の理由） 

 平成 25 年３月期決算発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結キャッシュ・フロー計算書に誤りがあ

ることが判明いたしましたので、提出済みの決算短信を訂正いたします。 

 

（訂正箇所） 

サマリー情報 

1. 平成 25 年３月期の連結業績(平成 24 年４月１日～平成 25 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

25 年３月期 13,123 △51,731 41,398 63,314

24 年３月期 11,018 △2,429 △2,761 58,430

 

 

（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

25 年３月期 14,704 △52,336 40,604 63,314

24 年３月期 11,018 △2,429 △2,761 58,430
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「１．経営成績・財務状態に関する分析 （２）財政状態に関する分析」 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

（訂正前） 

営業活動によって得られた資金は、13,123 百万円となりました。これは売上債権の増加 4,263 百万円、法人税等

の支払 4,639 百万円の資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益が 12,738 百万円及び減価償却費

8,897 百万円、のれん償却額 4,018 百万円の資金の増加要因があったことによるものであります。 

 

（訂正後） 

営業活動によって得られた資金は、14,704 百万円となりました。これは売上債権の増加 4,263 百万円、法人税等

の支払 4,639 百万円の資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益が 12,738 百万円及び減価償却費

8,897 百万円、のれん償却額 4,018 百万円の資金の増加要因があったこと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） 

（訂正前） 

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度と比較して 49,301 百万円増加し、51,731 百万円となりました。

これは投資有価証券の売却及び償還による収入 4,709 百万円があったものの、タラリス社の買収に係る子会社株式

の取得による支出 55,687 百万円、有形固定資産の取得による支出 4,390 百万円があったことによるものでありま

す。有形固定資産の取得は、主に製品の製造に係る金型・治工具類等であります。 

 

（訂正後） 

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度と比較して 49,907 百万円増加し、52,336 百万円となりました。

これは投資有価証券の売却及び償還による収入 4,709 百万円があったものの、タラリス社の買収に係る子会社株式

の取得による支出 55,687 百万円、有形固定資産の取得による支出 4,390 百万円があったことによるものでありま

す。有形固定資産の取得は、主に製品の製造に係る金型・治工具類等であります。 

 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

（訂正前） 

財務活動の結果得られた資金は、41,398 百万円となりました。これは主にタラリス社の買収により、長期借入金

50,807 百万円が増加したことによるものであります。 

 

（訂正後） 

財務活動の結果得られた資金は、40,604 百万円となりました。これは主にタラリス社の買収により、長期借入金

50,807 百万円が増加したことによるものであります。 

 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

                 （訂正前）      （訂正後） 

 平成 25 年３月期 平成 25 年３月期 

自己資本比率 52.2% 52.2%

時価ベースの自己資本比率 46.5% 46.5%

債務償還年数 6.4 年 5.7 年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 21.8 24.5
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「４．連結財務諸表 （４）連結キャッシュ・フロー計算書」 

 （訂正前） 

(単位：百万円)

    
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純利益 11,642 12,738
  減価償却費 6,842 8,897
  減損損失 224 62
  のれん償却額 1,076 4,018
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,594 △40
  退職給付引当金の増減額（△は減少） △390 △322
  賞与引当金の増減額（△は減少） △63 816
  債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △170 △3
  リース解約損失引当金の増減額（△は減少） △58 △44
  投資有価証券売却損益（△は益） △192 －
  投資有価証券評価損益（△は益） 40 64
  受取利息及び受取配当金 △641 △581
  支払利息 164 584
  固定資産除却損 155 191
  売上債権の増減額（△は増加） △5,170 △4,263
  たな卸資産の増減額（△は増加） △1,810 △2,764
  仕入債務の増減額（△は減少） 2,745 △34
  リース債務の増減額（△は減少） 238 △306
  リース投資資産の増減額（△は増加） △147 364
  未払金の増減額（△は減少） 1,285 △66
  未払又は未収消費税等の増減額 △5 132
  その他 123 △1,675
  小計 14,293 17,765
  利息及び配当金の受取額 656 598
  利息の支払額 △164 △600
  法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,767 △4,639
  営業活動によるキャッシュ・フロー 11,018 13,123

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 △270 △1,505
  定期預金の払戻による収入 1,086 3,592
  有形固定資産の取得による支出 △3,228 △4,390
  有形固定資産の売却による収入 69 545
  無形固定資産の取得による支出 △1,054 △1,440
  投資有価証券の取得による支出 △1,520 △108
  投資有価証券の売却及び償還による収入 2,873 4,709

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
－ △55,687

  子会社株式の取得による支出 △188 －
  保険積立金の解約による収入 － 1,762
  その他 △198 791
  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,429 △51,731
        

  

 



(単位：百万円)

    
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

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） 109 △3,636
  長期借入れによる収入 － 50,807
  長期借入金の返済による支出 － △2,653
  配当金の支払額 △2,628 △2,823
  少数株主への配当金の支払額 △241 △294
  その他 △0 △0
  財務活動によるキャッシュ・フロー △2,761 41,398

現金及び現金同等物に係る換算差額 △212 2,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,615 4,883

現金及び現金同等物の期首残高 52,788 58,430

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 27 －

現金及び現金同等物の期末残高 58,430 63,314
        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正後） 

(単位：百万円)

    
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前当期純利益 11,642 12,738
  減価償却費 6,842 8,897
  減損損失 224 62
  のれん償却額 1,076 4,018
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,594 △40
  退職給付引当金の増減額（△は減少） △390 △322
  賞与引当金の増減額（△は減少） △63 816
  債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △170 △3
  リース解約損失引当金の増減額（△は減少） △58 △44
  投資有価証券売却損益（△は益） △192 －
  投資有価証券評価損益（△は益） 40 64
  受取利息及び受取配当金 △641 △581
  支払利息 164 584
  固定資産除却損 155 191
  売上債権の増減額（△は増加） △5,170 △4,263
  たな卸資産の増減額（△は増加） △1,810 △2,764
  仕入債務の増減額（△は減少） 2,745 △34
  リース債務の増減額（△は減少） 238 △306
  リース投資資産の増減額（△は増加） △147 364
  未払金の増減額（△は減少） 1,285 △66
  未払又は未収消費税等の増減額 △5 132
  その他 123 △94
  小計 14,293 19,346
  利息及び配当金の受取額 656 598
  利息の支払額 △164 △600
  法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,767 △4,639
  営業活動によるキャッシュ・フロー 11,018 14,704

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 △270 △1,505
  定期預金の払戻による収入 1,086 3,592
  有形固定資産の取得による支出 △3,228 △4,390
  有形固定資産の売却による収入 69 545
  無形固定資産の取得による支出 △1,054 △1,440
  投資有価証券の取得による支出 △1,520 △108
  投資有価証券の売却及び償還による収入 2,873 4,709

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
－ △55,687

  子会社株式の取得による支出 △188 －
  保険積立金の解約による収入 － 1,762
  その他 △198 186
  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,429 △52,336
        

  



(単位：百万円)

    
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

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） 109 △4,430
  長期借入れによる収入 － 50,807
  長期借入金の返済による支出 － △2,653
  配当金の支払額 △2,628 △2,823
  少数株主への配当金の支払額 △241 △294
  その他 △0 △0
  財務活動によるキャッシュ・フロー △2,761 40,604

現金及び現金同等物に係る換算差額 △212 1,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,615 4,883

現金及び現金同等物の期首残高 52,788 58,430

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 27 －

現金及び現金同等物の期末残高 58,430 63,314
        

  

以上 


