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(訂正・数値データ訂正)「平成27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27年５月８日に公表いたしました「平成27年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」

につきまして、一部記載に誤りがございましたので、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、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

 平成27年３月期決算短信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・フロー計算書の一部に訂正が生じましたので、提出済みの決算短信を訂正させてい

ただくものであります。 

 

２．訂正の内容 

 サマリー情報 １ページ 

 １．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27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

27 年３月期 755 △582 △82 2,335

26 年３月期 638 △286 △24 2,195

 

（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

27 年３月期 768 △595 △82 2,335

26 年３月期 638 △286 △24 2,195

 



 

添付書類 ７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） 

（中略） 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは 755,259 千円の収入となり

ました（前連結会計年度は638,255千円の収入）。その主な内容は、法人税等の支払額389,628

千円がありましたが、その一方で、税金等調整前当期純利益 956,809 千円、減価償却費

322,854 千円の計上があったことなどによるものであります。 

 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは 582,352 千円の支出となり

ました（前連結会計年度は 286,183 千円の支出)。その主な内容は、投資有価証券の売却に

よる収入 71,807 千円がありましたが、その一方で、固定資産の取得による支出 537,904 千

円、吸収分割による支出 100,418 千円があったことなどによるものであります。 

 

 

（訂正後） 

（中略） 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは 768,840 千円の収入となり

ました（前連結会計年度は638,255千円の収入）。その主な内容は、法人税等の支払額389,628

千円がありましたが、その一方で、税金等調整前当期純利益 956,809 千円、減価償却費

322,854 千円の計上があったことなどによるものであります。 

 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは 595,933 千円の支出となり

ました（前連結会計年度は 286,183 千円の支出)。その主な内容は、投資有価証券の売却に

よる収入 71,807 千円がありましたが、その一方で、固定資産の取得による支出 537,904 千

円、吸収分割による支出 114,000 千円があったことなどによるものであります。 

 

 

 

 

 

 



添付書類 18 ページ 

５．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：千円)
         前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27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 784,432 956,809

 減価償却費 240,493 322,854

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 621 4,298

 賞与引当金の増減額（△は減少） 20,321 10,850

 受取利息及び受取配当金 △2,204 △2,053

 為替差損益（△は益） 4,013 △51,217

 持分法による投資損益（△は益） △17,321 △63,252

 投資有価証券評価損益（△は益） 77,872 26

 投資有価証券売却損益（△は益） △6,198 △52,744

 保険解約返戻金 － △25,731

 売上債権の増減額（△は増加） △405,923 141,515

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,461 △38,234

 仕入債務の増減額（△は減少） 165,087 △62,824

 未払金の増減額（△は減少） 149,261 2,726

 未払消費税等の増減額（△は減少） 726 93,760

 その他 △45,380 △95,715

 小計 969,264 1,141,066

 利息及び配当金の受取額 2,304 3,822

 法人税等の支払額 △333,313 △389,628

 営業活動によるキャッシュ・フロー 638,255 755,259

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 △98,732 －

 定期預金の払戻による収入 246,389 51,870

 有価証券の取得による支出 △50,000 －

 有価証券の償還による収入 50,000 －

 固定資産の取得による支出 △424,825 △537,904

 固定資産の売却による収入 19,342 －

 投資有価証券の取得による支出 △18,626 △57,570

 投資有価証券の売却による収入 61,343 71,807

 貸付けによる支出 － △20,000

 貸付金の回収による収入 － 20,000

 関係会社株式の取得による支出 △32,748 －

 差入保証金の差入による支出 △32,161 △53,276

 差入保証金の回収による収入 1,569 2,090

 関係会社出資金の払込による支出 － △9,000

 吸収分割による支出 － △100,418

 その他 △7,733 50,049

 投資活動によるキャッシュ・フロー △286,183 △582,352

 
 
 

 
 



          (単位：千円)
         前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 自己株式の取得による支出 △136 △38,241

 配当金の支払額 △39,395 △101,464

 ストックオプションの行使による収入 13,323 56,728

 新株予約権の発行による収入 1,235 858

 財務活動によるキャッシュ・フロー △24,973 △82,119

現金及び現金同等物に係る換算差額 △158 48,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 326,939 139,395

現金及び現金同等物の期首残高 1,868,940 2,195,880

現金及び現金同等物の期末残高 2,195,880 2,335,276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正後） 
          (単位：千円)
         前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27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 784,432 956,809

 減価償却費 240,493 322,854

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 621 4,298

 賞与引当金の増減額（△は減少） 20,321 10,850

 受取利息及び受取配当金 △2,204 △2,053

 為替差損益（△は益） 4,013 △51,217

 持分法による投資損益（△は益） △17,321 △63,252

 投資有価証券評価損益（△は益） 77,872 26

 投資有価証券売却損益（△は益） △6,198 △52,744

 保険解約返戻金 － △25,731

 売上債権の増減額（△は増加） △405,923 141,515

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,461 △38,234

 仕入債務の増減額（△は減少） 165,087 △62,824

 未払金の増減額（△は減少） 149,261 11,516

 未払消費税等の増減額（△は減少） 726 105,523

 その他 △45,380 △102,688

 小計 969,264 1,154,647

 利息及び配当金の受取額 2,304 3,822

 法人税等の支払額 △333,313 △389,628

 営業活動によるキャッシュ・フロー 638,255 768,840

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 △98,732 －

 定期預金の払戻による収入 246,389 51,870

 有価証券の取得による支出 △50,000 －

 有価証券の償還による収入 50,000 －

 固定資産の取得による支出 △424,825 △537,904

 固定資産の売却による収入 19,342 －

 投資有価証券の取得による支出 △18,626 △57,570

 投資有価証券の売却による収入 61,343 71,807

 貸付けによる支出 － △20,000

 貸付金の回収による収入 － 20,000

 関係会社株式の取得による支出 △32,748 －

 差入保証金の差入による支出 △32,161 △53,276

 差入保証金の回収による収入 1,569 2,090

 関係会社出資金の払込による支出 － △9,000

 吸収分割による支出 － △114,000

 その他 △7,733 50,049

 投資活動によるキャッシュ・フロー △286,183 △595,933

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



          (単位：千円)
         前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 自己株式の取得による支出 △136 △38,241

 配当金の支払額 △39,395 △101,464

 ストックオプションの行使による収入 13,323 56,728

 新株予約権の発行による収入 1,235 858

 財務活動によるキャッシュ・フロー △24,973 △82,119

現金及び現金同等物に係る換算差額 △158 48,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 326,939 139,395

現金及び現金同等物の期首残高 1,868,940 2,195,880

現金及び現金同等物の期末残高 2,195,880 2,335,276

 

以上 


