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平成25年11月14日 

各 位 

会 社 名 天 昇 電 気 工 業 株 式 会 社  

代表者名 取 締 役 社 長 石 川 忠 彦

  （コード番号  6776  東証２部） 

問い合わせ 取締役管理本部長 横 山 彰  

T E L    042－788－1880 

 

 

(訂正・数値データあり)「平成26年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 平成25年11月８日 16時00分に発表いたしました「平成26年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」について一部訂正を要する箇所がありましたので、以下の通り訂正いたします。 

 また、修正箇所には下線 を付しております。 
 

記 
 

３ページ 

（訂正前） 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）財政状態に関する説明 

④キャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ83百万円減少し、
26億75百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上等

により、５億78百万円の収入（前年同四半期は４億52百万円の収入）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得等により、３億72百万円の支

出（前年同四半期は10億６百万円の支出）となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の返済等により、３億14百万円の支出

（前年同四半期は６億73百万円の支出）となりました。 
 
（訂正後） 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）財政状態に関する説明 

④キャッシュ・フロー 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ83百万円減少し、
26億75百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上等

により、５億82百万円の収入（前年同四半期は４億52百万円の収入）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得等により、３億75百万円の支

出（前年同四半期は10億６百万円の支出）となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の返済等により、３億14百万円の支出

（前年同四半期は６億73百万円の収入）となりました。 
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８ページ 

（訂正前） 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 
  前第２四半期連結累計期間 

 (自 平成24年４月 １日 
   至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間  
 (自 平成25年４月 １日  

    至 平成25年９月30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又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

△341 113

 減価償却費 493 488

 株式報酬費用 17 8

 賞与引当金の増減額（△は減少） 30 22

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

 受取利息及び受取配当 △8 △18

 支払利息 99 76

 為替差損益（△は益） 21 △67

 持分法による投資損益（△は益） △2 73

 有形固定資産売却損益（△は益） △31 2

 有形固定資産除却損 0 0

 投資有価証券売却損益（△は益） △31 -

 投資有価証券評価損益（△は益） 39 -

 売上債権の増減額（△は増加） 248 △223

 たな卸資産の増減額（△は増加） △116 27

 仕入債務の増減額（△は減少） △35 162

 未収入金の増減額（△は増加） △20 △39

 未払消費税等の増減額（△は減少） 33 52

 その他 12 △24

 小計 405 654

 利息及び配当金の受取額 8 18

 利息の支払額 △96 △75

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 134 △19

 営業活動によるキャッシュ・フロー 452 578

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払戻による収入 - 10

 定期預金の預入による支出 - △110

 有形固定資産の取得による支出 △1,149 △318

 有形固定資産の売却による収入 62 22

 無形固定資産の取得による支出 △1 △3

 投資有価証券の取得による支出 △0 △4

 投資有価証券の売却による収入 225 -

 貸付けによる支出 △142 △337

 貸付金の回収による収入 0 368

 その他 △0 0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,006 △372
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（単位：百万円） 
  前第２四半期連結累計期間 

 (自 平成24年４月 １日 
   至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間  
 (自 平成25年４月 １日  

    至 平成25年９月30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） 49 50

 長期借入れによる収入 1,849 700

 長期借入金の返済による支出 △1,388 △1,053

 社債の償還による支出 △25 -

 セール・アンド・リースバックによる収入 439 208

 リース債務の返済による支出 △251 △218

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー 673 △314

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112 △83

現金及び現金同等物の期首残高 2,291 2,758

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,403 2,675
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８ページ 

（訂正後） 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 
  前第２四半期連結累計期間 

 (自 平成24年４月 １日 
   至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間  
 (自 平成25年４月 １日  

    至 平成25年９月30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又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

△341 113

 減価償却費 493 488

 株式報酬費用 17 8

 賞与引当金の増減額（△は減少） 30 22

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

 受取利息及び受取配当 △8 △18

 支払利息 99 76

 為替差損益（△は益） 21 △67

 持分法による投資損益（△は益） △2 73

 有形固定資産売却損益（△は益） △31 2

 有形固定資産除却損 0 0

 投資有価証券売却損益（△は益） △31 -

 投資有価証券評価損益（△は益） 39 -

 売上債権の増減額（△は増加） 248 △223

 たな卸資産の増減額（△は増加） △116 27

 仕入債務の増減額（△は減少） △35 162

 未収入金の増減額（△は増加） △20 △39

 未払消費税等の増減額（△は減少） 33 52

 その他 12 △21

 小計 405 658

 利息及び配当金の受取額 8 18

 利息の支払額 △96 △75

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 134 △19

 営業活動によるキャッシュ・フロー 452 582

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払戻による収入 - 10

 定期預金の預入による支出 - △110

 有形固定資産の取得による支出 △1,149 △318

 有形固定資産の売却による収入 62 22

 無形固定資産の取得による支出 △1 △3

 投資有価証券の取得による支出 △0 △4

 投資有価証券の売却による収入 225 -

 貸付けによる支出 △142 △340

 貸付金の回収による収入 0 368

 その他 △0 0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,006 △375
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（単位：百万円） 
  前第２四半期連結累計期間 

 (自 平成24年４月 １日 
   至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間  
 (自 平成25年４月 １日  

    至 平成25年９月30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） 49 50

 長期借入れによる収入 1,849 700

 長期借入金の返済による支出 △1,388 △1,053

 社債の償還による支出 △25 -

 セール・アンド・リースバックによる収入 439 208

 リース債務の返済による支出 △251 △218

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー 673 △314

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112 △83

現金及び現金同等物の期首残高 2,291 2,758

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,403 2,675

 

 


