
 

 

平成 25 年６月 14 日 

各 位 

会 社 名 三 光 産 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長  遠藤 幹雄 

（コード番号 ７９２２） 

問合せ先責任者 取締役経理部長  高橋 光弘 

（TEL ０３－３４０３－８１３４） 

 

 

（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）」の一部修正について 

 

平成 25 年 5月 14 日に発表しました、「平成 25年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について、一部

修正すべき事項がありましたのでお知らせします。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

データも送信します。 

訂正箇所には下線を付して表示しています。 

 

【訂正の内容】 

 （添付資料 14 ページ） 

「（4）連結キャッシュ･フロー計算書」 

 

【訂正前】 

  （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 23 年４月１日 （自 平成 24 年４月１日 

   至 平成24年３月31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   

（中略）   

減価償却費 242,731 219,887 

役員退職未払金の増減額（△は減少） － △65,625 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,366 △23,482 

（中略）   

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,379 12,573 

受取利息及び受取配当金 △13,921 △13,951

有形固定資産売却損益（△は益） △1,227 △12,465 

（中略）   

小計 △622 △151,865

利息及び配当金の受取額 19,990 21,231

保険金の受取額 8,625 － 

（中略）   

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,698 △300,050 

投資活動によるキャッシュ･フロー   

（中略）   

投資有価証券に取得による支出 △221,244 △11,589 

貸付による支出 △5,000 △14,000

貸付金の回収による収入 10,937 30,210

（後略）   
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【訂正後】 

  （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 23 年４月１日 （自 平成 24 年４月１日 

   至 平成24年３月31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   

（中略）   

減価償却費 242,731 219,887 

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） － △65,625 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,366 △23,482 

（中略）   

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,379 12,573 

受取利息及び受取配当金 △13,921 △14,724

有形固定資産売却損益（△は益） △1,227 △12,465 

（中略）   

小計 △622 △152,638

利息及び配当金の受取額 19,990 22,004

保険金の受取額 8,625 － 

（中略）   

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,698 △300,050 

投資活動によるキャッシュ･フロー   

（中略）   

投資有価証券に取得による支出 △221,244 △11,589 

貸付による支出 △5,000 △7,000

貸付金の回収による収入 10,937 23,210

（後略）   
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「（セグメント情報等）ａ．セグメント情報」 

【訂正前】 

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） 
（単位：千円） 

報告セグメント  

日本 中国 マレーシア 合計 
調整額 

連結財務 

諸表計上額 

売上高       

外部顧客への売上高 5,692,642 4,589,053 595,530 10,877,226 － 10,877,226 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,958,705 204,752 9,283 3,172,740 △3,172,740 － 

計 8,651,348 4,793,805 604,813 14,049,967 △3,172,740 10,877,226 

セグメント利益又は 

損失（△） 
△75,948 191,050 △62,724 52,378 5,434 57,813 

セグメント資産 5,565,407 1,740,416 904,565 8,210,389 2,260,997 10,471,387 

その他の項目       

減価償却費 119,999 68,171 33,712 221,883 △1,995 219,887 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
111,534 7,531 3,977 123,043 － 123,043 

（注）調整額は以下のとおりであります。 

（１）（省略） 

（２）セグメント資産の調整額2,260,997 千円には、当社の金融資産 2,901,972 千円及び報告セグメン

ト間の債権の相殺消去△640,975 千円が含まれております。 

（３）（省略） 
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【訂正後】 

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） 
（単位：千円） 

報告セグメント  

日本 中国 マレーシア 合計 
調整額 

連結財務 

諸表計上額 

売上高       

外部顧客への売上高 5,692,642 4,589,053 595,530 10,877,226 － 10,877,226 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,958,705 204,752 9,283 3,172,740 △3,172,740 － 

計 8,651,348 4,793,805 604,813 14,049,967 △3,172,740 10,877,226 

セグメント利益又は 

損失（△） 
△75,948 191,050 △62,724 52,378 5,434 57,813 

セグメント資産 5,565,407 1,722,505 902,060 8,189,974 2,281,412 10,471,387 

その他の項目       

減価償却費 119,999 68,171 33,712 221,883 △1,995 219,887 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
111,534 7,743 4,866 124,143 △1,100 123,043 

（注）調整額は以下のとおりであります。 

（１）（省略） 

（２）セグメント資産の調整額2,281,412 千円には、当社の金融資産 2,901,972 千円及び報告セグメン

ト間の債権の相殺消去△620,559 千円が含まれております。 

（３）（省略） 
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「（セグメント情報等）ｂ．関連情報」 

 

【訂正前】 

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） 

１．（省略） 

２．（省略） 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の 10％以上を占め

るものがないため、記載を省略しております。 

 

【訂正後】 

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） 

１．（省略） 

２．（省略） 

３．主要な顧客ごとの情報 

  （単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

Sony Precision Device Huizhon 2,836,051 中国 

 

以 上 


