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平成 28 年３月 30 日 

 

各      位 

会 社 名   ジャパンシステム株式会社  

（URL http://www.japan-systems.co.jp） 

代表者名  代表取締役社長 阪口 正坦 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９７５８）  

問合せ先  上席執行役員  鈴木 邦夫 

電  話  ０３－５３０９－０３００ 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成 27 年 12 月期決算短信[日本基準]（連結）」一部訂正のお知らせ 

  

平成 28 年２月 15 日付で発表しました「平成 27 年 12 月期決算短信[日本基準]（連結）」の一部に誤りがあり

ましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

 

記 

 

 

 

 

【訂正箇所】 

 

訂正箇所には下線（ ＿ ）を付して表示しております。 

 

 

○サマリー情報 

１．平成 27 年 12 月期の連結業績（平成 27 年１月１日～平成 27 年 12 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12月期 227 493 △92 1,541

26年12月期 － － － －

 

（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12月期 257 493 △122 1,541

26年12月期 － － － －
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○添付資料 ３ページ 

(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） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は 227 百万円となりました。 

 

（訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は 257 百万円となりました。 

 

 

 

○添付資料 ３ページ 

(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） 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 92 百万円となりました。これは主に、配当金の支払額 92 百万円

があったことによるものであります。 

 

（訂正後） 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 122 百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による

支出 31 百万円、配当金の支払額 90 百万円等があったことによるものであります。 

 

 

 

○添付資料 ３ページ 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（訂正前） 

 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － 0.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 88.7 

 

（訂正後） 

 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － 0.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 100.3 
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○添付資料 13 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）

 
 当連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 
 至 平成27年12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 155,141

減価償却費 24,254

無形固定資産償却費 354,023

のれん償却額 44,547

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,161

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,789

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31

受取利息及び受取配当金 △11,280

助成金収入 △423

保険返戻金 △107

支払利息 2,563

固定資産除却損 254

投資有価証券売却損益（△は益） △99,999

売上債権の増減額（△は増加） △79,182

未収入金の増減額（△は増加） 25,715

たな卸資産の増減額（△は増加） △174,144

仕入債務の増減額（△は減少） 171,892

未払金の増減額（△は減少） △8,571

前受金の増減額（△は減少） △31,688

預り金の増減額（△は減少） 5,934

未払消費税等の増減額（△は減少） △92,435

その他 △33,814

小計 258,020

利息及び配当金の受取額 11,669

助成金の受取額 423

利息の支払額 △2,547

法人税等の支払額 △40,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 227,466

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 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △17,377

有形固定資産の売却による収入 3,046

無形固定資産の取得による支出 △4,042

投資有価証券の売却による収入 100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ※２ △798,343

敷金及び保証金の差入による支出 △12,430

敷金及び保証金の回収による収入 1,586

保険積立金の解約による収入 20,722

投資活動によるキャッシュ・フロー 493,159

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（記載なし） （記載なし）

自己株式の取得による支出 △11

配当金の支払額 △92,629

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 627,985

現金及び現金同等物の期首残高 913,389

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,541,375
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（訂正後） 

（単位：千円）

 
 当連結会計年度 

(自 平成27年１月１日  
至 平成27年12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 155,141

減価償却費 24,254

無形固定資産償却費 354,023

のれん償却額 44,547

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,161

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,789

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31

受取利息及び受取配当金 △11,280

助成金収入 △423

保険解約返戻金 △581

支払利息 2,563

固定資産除却損 254

投資有価証券売却損益（△は益） △99,999

売上債権の増減額（△は増加） △79,182

未収入金の増減額（△は増加） 25,715

たな卸資産の増減額（△は増加） △174,144

仕入債務の増減額（△は減少） 171,892

未払金の増減額（△は減少） △10,524

前受金の増減額（△は減少） △31,688

預り金の増減額（△は減少） 5,934

未払消費税等の増減額（△は減少） △92,435

その他 △1,816

小計 287,591

利息及び配当金の受取額 11,669

助成金の受取額 423

利息の支払額 △2,547

法人税等の支払額 △40,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 257,037

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 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △17,377

有形固定資産の売却による収入 3,046

無形固定資産の取得による支出 △4,042

投資有価証券の売却による収入 100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ※２ △798,343

敷金及び保証金の差入による支出 △12,430

敷金及び保証金の回収による収入 1,586

保険積立金の解約による収入 21,195

投資活動によるキャッシュ・フロー 493,633

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △31,998

自己株式の取得による支出 △11

配当金の支払額 △90,676

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 627,985

現金及び現金同等物の期首残高 913,389

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,541,375

以 上 


