
平成 28 年６月 20 日 

各 位 

会 社 名 株式会社アドバネクス
   

代表者名 代表取締役社長           柴野 恒雄 

（コード番号 5998 東証第１部） 

問合せ先  常務取締役 高財務責任者  大野 俊也 

（TEL．03－3822－5865） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 28 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 28 年５月 11 日に公表いたしました「平成 28 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、

一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせするとともに、訂正後の数値データを送信いた

します。 

 なお、今回の訂正による損益に与える影響はございません。 

 

記 

【訂正理由】 

平成 28 年５月 11 日の公表後に、記載内容及び数値に一部誤りのあることが判明したため、訂正するも

のであります。 

 

【訂正箇所】 

 訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

【訂正内容】 

＜サマリー情報＞ 

１．平成 28 年３月期の連結業績（平成 27 年４月１日～平成 28 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 

28年３月期 1,415 △2,823 910 2,669 

27年３月期 2,139 △1,179 △794 3,407 

 
（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 

28年３月期 1,415 △2,864 951 2,669 

27年３月期 2,139 △1,179 △794 3,407 

 

 

 



 添付資料３ページ 

 （訂正前） 

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 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

 【省略】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 【省略】 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により資金が 28 億 23 百万円減少（前連結会計年度は 11 億 79 百万円の資金減少）しまし

た。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出として 18 億 54 百万円及び定期預金の預入による支出

として７億 97 百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により資金が９億 10 百万円増加（前連結会計年度は７億 94 百万円の資金減少）しました。 

主な要因は、有利子負債の増加によるものです。 

 

 （訂正後） 

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 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

【省略】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 【省略】 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により資金が 28 億 64 百万円減少（前連結会計年度は 11 億 79 百万円の資金減少）しまし

た。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出として 18 億 54 百万円及び定期預金の預入による支出

として７億 97 百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により資金が９億 51 百万円増加（前連結会計年度は７億 94 百万円の資金減少）しました。 

主な要因は、有利子負債の増加によるものです。 
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４．連結財務諸表 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

 連結損益計算書 

 （訂正前） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

特別損失   

 関係会社株式売却損 － 10,108 

 固定資産売却損 1,617 6,698 

 固定資産処分損 4,296 4,689 

 投資有価証券評価損 － 8 

 関係会社整理損 50,392 － 

 災害損失引当金繰入額 105,000 － 

 特別退職金 37,050 － 

 特別損失合計 198,357 21,505 

 

（訂正後） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

特別損失   

 関係会社株式売却損 － 10,108 

 固定資産売却損 1,617 6,698 

 固定資産処分損 4,296 4,689 

 投資有価証券売却損 － 8 

 関係会社整理損 50,392 － 

 災害損失引当金繰入額 105,000 － 

 特別退職金 37,050 － 

 特別損失合計 198,357 21,505 
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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：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28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 945,677 757,503 

 減価償却費 1,242,476 808,496 

 のれん償却額 10,151 10,151 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,348 △33,854 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △23,537 △9,596 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 196,307 △23,389 

 受取利息及び受取配当金 △24,236 △22,776 

 受取賃貸料 △122,121 △81,951 

 支払利息 150,724 53,310 

 手形売却損 10,625 7 

 為替差損益（△は益） △194,642 5,671 

 有形固定資産売却損益（△は益） △1,995 2,447 

 固定資産処分損益（△は益） 4,296 4,689 

 投資有価証券評価損益（△は益） － 8 

 関係会社整理損 50,392 － 

    

 （中略）   

    

 

 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28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 △2,095,138 △1,854,197 

 有形固定資産の売却による収入 27,010 31,586 

 無形固定資産の取得による支出 △103,755 △75,542 

 投資有価証券の取得による支出 △29,106 △127,844 

 関係会社株式の売却による収入 1,049,192 － 

 関係会社株式の取得による支出 △11,520 － 

 定期預金の預入による支出 △272,046 △797,032 

 定期預金の払戻による収入 264,543 27,548 

 その他の支出 △12,669 △84,118 

 その他の収入 3,632 55,979 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,179,857 △2,823,621 

 

 

 

 



           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △81,242 42,753 

 長期借入れによる収入 2,325,062 2,300,000 

 長期借入金の返済による支出 △2,911,315 △1,197,389 

 自己株式の取得による支出 △16,997 △101,802 

 配当金の支払額 △78,057 △122,911 

 自己株式の処分による収入 334 46 

 その他 △32,557 △10,058 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △794,772 910,637 

 

（訂正後） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28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 945,677 757,503 

 減価償却費 1,242,476 808,496 

 のれん償却額 10,151 10,151 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,348 △33,854 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △23,537 △9,596 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 196,307 △23,389 

 受取利息及び受取配当金 △24,236 △22,776 

 受取賃貸料 △122,121 △81,951 

 支払利息 150,724 53,310 

 手形売却損 10,625 7 

 為替差損益（△は益） △194,642 5,671 

 有形固定資産売却損益（△は益） △1,995 2,447 

 固定資産処分損益（△は益） 4,296 4,689 

 投資有価証券売却損益（△は益） － 8 

 関係会社整理損 50,392 － 

    

 （中略）   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28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 △2,095,138 △1,854,197 

 有形固定資産の売却による収入 27,010 31,586 

 無形固定資産の取得による支出 △103,755 △75,542 

 投資有価証券の取得による支出 △29,106 △127,844 

 関係会社株式の売却による収入 1,049,192 29,804 

 関係会社株式の取得による支出 △11,520 － 

 定期預金の預入による支出 △272,046 △797,032 

 定期預金の払戻による収入 264,543 27,548 

 その他の支出 △12,669 △113,923 

 その他の収入 3,632 15,589 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,179,857 △2,864,011 

 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △81,242 83,144 

 長期借入れによる収入 2,325,062 2,300,000 

 長期借入金の返済による支出 △2,911,315 △1,197,389 

 自己株式の取得による支出 △16,997 △101,802 

 配当金の支払額 △78,057 △122,911 

 自己株式の処分による収入 334 46 

 その他 △32,557 △10,058 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △794,772 951,027 
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５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

（訂正前） 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

 固定負債   

  長期借入金 2,004,726 2,757,778 

  退職給付引当金 997,591 1,019,433 

  長期未払金 147,859 107,209 

  リース債務 271 362 

  繰延税金負債 42,383 36,064 

  環境対策引当金 3,000 3,000 

  資産除去債務 37,574 37,670 

  関係会社事業損失引当金 85,352 － 

  その他 － 14,850 

  固定負債合計 3,318,757 3,976,366 

 負債合計 6,971,886 7,890,610 

（訂正後） 
           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

 固定負債   

  長期借入金 2,004,726 2,757,778 

  退職給付引当金 997,591 1,019,433 

  長期未払金 147,859 107,209 

  リース債務 271 362 

  繰延税金負債 42,383 36,064 

  環境対策引当金 3,000 3,000 

  資産除去債務 37,574 37,670 

  関係会社事業損失引当金 85,352 － 

  厚生年金基金解散損失引当金 － 14,850 

  固定負債合計 3,318,757 3,976,366 

 負債合計 6,971,886 7,890,610 
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５．個別財務諸表 

（２）損益計算書 

（訂正前） 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

販売費及び一般管理費   

 支払手数料 138,677 176,530 

 発送費 324,541 360,885 

 広告宣伝費 19,043 19,108 

 販売促進費 12,571 13,494 

 交際費 17,508 26,742 

 役員報酬 222,704 222,140 

 従業員給料及び手当 617,197 643,970 

 賞与引当金繰入額 35,248 26,961 

 退職給付引当金繰入額 71,434 47,774 

 法定福利費 131,963 131,067 

 福利厚生費 31,775 42,391 

 雑給 16,167 13,614 

 旅費及び交通費 122,420 123,691 

 通信費 28,448 28,578 

 保険料 21,286 22,942 

 賃借料 82,862 82,434 

 事務用消耗品費 19,001 25,587 

 修繕費 18,945 22,375 

 租税公課 19,665 21,146 

 教育研修費 6,378 5,939 

 研究開発費 132,723 171,867 

 減価償却費 21,157 46,022 

 雑費 54,899 71,011 

 販売費及び一般管理費合計 2,166,622 2,346,282 

   

 （中略）   

    

特別損失   

 固定資産売却損 2 6,684 

 固定資産処分損 12 32 

 関係会社株式評価損 236,766 － 

 災害損失引当金繰入額 105,000 － 

 関係会社事業損失引当金繰入額 － 8,385 

 特別損失合計 341,780 15,101 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正後） 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

販売費及び一般管理費   

 支払手数料 138,677 176,530 

 発送費 324,541 360,885 

 広告宣伝費 19,043 19,108 

 販売促進費 12,571 13,494 

 交際費 17,508 26,742 

 役員報酬 222,704 222,705 

 従業員給料及び手当 617,197 643,405 

 賞与引当金繰入額 35,248 26,961 

 退職給付引当金繰入額 71,434 47,774 

 法定福利費 131,963 131,067 

 福利厚生費 31,775 42,391 

 雑給 16,167 13,614 

 旅費及び交通費 122,420 123,691 

 通信費 28,448 28,578 

 保険料 21,286 22,942 

 賃借料 82,862 82,434 

 事務用消耗品費 19,001 25,587 

 修繕費 18,945 22,375 

 租税公課 19,665 21,146 

 教育研修費 6,378 5,939 

 研究開発費 132,723 171,867 

 減価償却費 21,157 46,022 

 雑費 54,899 71,011 

 販売費及び一般管理費合計 2,166,622 2,346,282 

   

 （中略）   

    

特別損失   

 固定資産売却損 2 6,684 

 固定資産処分損 12 32 

 関係会社株式評価損 236,766 － 

 災害損失引当金繰入額 105,000 － 

 関係会社整理損 － 8,385 

 特別損失合計 341,780 15,101 

 

 

以上 


