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平成 26 年 6月 16 日 

各  位 

会 社 名  株式会社酉島製作所 

代表者名  代表取締役社長 原田 耕太郎 

（コード：6363 東証第 1部） 

問合せ先  執行役員 経理部長 太田尾 光一 

（TEL．072-695-0551）  

 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成 26 年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 
 

 平成26年５月13日に公表しました「平成26年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載について、以下

のとおり訂正いたします。 

 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いたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

１．訂正理由 

連結財務諸表の「連結キャッシュ・フロー計算書」に関連して、有価証券報告書の作成過程で、現金及び

現金同等物期末残高に３ヶ月超の定期預金526百万円を含めていことが判明したため、投資活動によるキャッ

シュ・フローの修正をおこないましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、連結貸借対照表、連結損

益計算書等については訂正はありません。 

 

２．訂正箇所 

   Ⅰ．平成26年３月期 決算短信 

○サマリー情報 １ページ 

１．平成26年３月期の連結業績（平成25年４月１日～平成26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 

 

26 年３月期 

25 年３月期 

百万円 

△4,086 

3,513 

百万円 

△3,971 

△3,966 

百万円 

△112 

4,356 

百万円 

4,125 

11,962 

 

〔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 

 

26 年３月期 

25 年３月期 

百万円 

△4,086 

3,513 

百万円 

△4,498 

△3,966 

百万円 

△112 

4,356 

百万円 

3,598 

11,962 
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○添付資料 ４ページ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

 （２）財政状態に関する分析 

  ②キャッシュ・フローの状況 

  〔訂正前〕 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ 7,837 百万円減少し、4,125 百万円となりました。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動による資金の減少は 3,971 百万円（前連結会計年度は 3,966 百万円の減少）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出 1,621 百万円（前連結会計年度は 1,467 百万円の支出）

及び投資有価証券の取得による支出 3,952 百万円（前連結会計年度は 0 百万円の支出）などの資金

の減少があったことによるものであります。 

 

 〔訂正後〕 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ 8,364 百万円減少し、3,598 百万円となりました。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動による資金の減少は 4,498 百万円（前連結会計年度は 3,966 百万円の減少）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出 1,621 百万円（前連結会計年度は 1,467 百万円の支出）

及び投資有価証券の取得による支出 3,952 百万円（前連結会計年度は 0 百万円の支出）などの資金

の減少があったことによるものであります。 
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○ 添付資料 14 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〕 

   (単位：百万円) 

  

前連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 25 年４月１日 

 至 平成 26 年３月 31 日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,467 △1,621 

有形固定資産の売却による収入 4 773 

投資有価証券の取得による支出 0 △3,952 

投資有価証券の売却による収入 7 223 

無形固定資産の取得による支出 △1,616 △518 

貸付けによる支出 △305 △108 

貸付金の回収による収入 82 164 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出 
△1 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ 1,125 

子会社株式の取得による支出 △238 － 

その他 △430 △58 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,966 △3,971 

 

 

 

   ○ 添付資料 15 ページ 

  

   (単位：百万円) 

  
前連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 
 至 平成 25 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 25 年４月１日 

 至 平成 26 年３月 31 日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の増減額（△は減少） 1,607 1,089 

長期借入れによる収入 4,500 1,078 

長期借入金の返済による支出 △1,094 △1,577 

少数株主への配当金の支払額 △16 △25 

少数株主からの払込みによる収入 12 － 

配当金の支払額 △505 △505 

その他 △146 △172 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,356 △112 

現金及び現金同等物に係る換算差額 528 155 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,432 △8,014 

現金及び現金同等物の期首残高 7,521 11,962 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 8 176 

現金及び現金同等物の期末残高 11,962 4,125 
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   〔訂正後〕 

   (単位：百万円) 

  
前連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 
 至 平成 25 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 25 年４月１日 

 至 平成 26 年３月 31 日) 

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 － △526 

有形固定資産の取得による支出 △1,467 △1,621 

有形固定資産の売却による収入 4 773 

投資有価証券の取得による支出 0 △3,952 

投資有価証券の売却による収入 7 223 

無形固定資産の取得による支出 △1,616 △518 

貸付けによる支出 △305 △108 

貸付金の回収による収入 82 164 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出 
△1 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ 1,125 

子会社株式の取得による支出 △238 － 

その他 △430 △58 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,966 △4,498 

 

 

 

  

   (単位：百万円) 

  
前連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 
 至 平成 25 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 25 年４月１日 

 至 平成 26 年３月 31 日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の増減額（△は減少） 1,607 1,089 

長期借入れによる収入 4,500 1,078 

長期借入金の返済による支出 △1,094 △1,577 

少数株主への配当金の支払額 △16 △25 

少数株主からの払込みによる収入 12 － 

配当金の支払額 △505 △505 

その他 △146 △172 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,356 △112 

現金及び現金同等物に係る換算差額 528 155 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,432 △8,541 

現金及び現金同等物の期首残高 7,521 11,962 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 8 176 

現金及び現金同等物の期末残高 11,962 3,598 

 

                                   

       以  上 


