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平成 28 年６月 27 日 

 

各      位 

     上 場 会 社 名  西 華 産 業 株 式 会 社    

     代 表 者  代表取締役社長 薦 田 和 隆 

            （コード番号  8061 東証第１部） 

     問合せ先責任者 取 締 役   常 務 執 行 役 員   

             管理本部長    山 下 眞佐明 

            （TEL 03－5221－7101） 

 
 

(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 

 

当社は、平成 28 年５月 13 日に公表致しました「平成 28 年 3 月期 決算短信[日本基準]（連結）」

の連結キャッシュ・フロー計算書の記載について、一部訂正がありましたのでお知らせ致します。 

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。 
 

記 

１．訂正の理由 

平成 28 年５月 13 日の公表後に、記載内容に一部誤りがあることが判明したため訂正するもの

であります。 

 

２．訂正の内容 

【１ページ】サマリー情報 

（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 935 △1,121 △1,393 13,159 

27 年３月期 2,115 626 △516 15,650 

 

 （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 935 △1,823 △1,393 13,159 

27 年３月期 2,115 626 △516 15,650 
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【３ページ】 

１．経営成績・財務状態に関する分析 

（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） 

（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って、資金は、1,121 百万円減少（前連結会計年度

626 百万円の増加）しております。これは、有価証券の売買による収入（純額）が 312 百万

円（前連結会計年度 1,119 百万円）等による資金の増加があった一方で、有形固定資産の  

取得による支出 849 百万円（前連結会計年度 413 百万円）、 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出323 百万円（前連結会計年度-百万円）

等の資金の減少があったこと等によるものです。 

 

（訂正後） 

（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って、資金は、1,823 百万円減少（前連結会計年度

626 百万円の増加）しております。これは、有価証券の売買による収入（純額）が 312 百万

円（前連結会計年度 1,119 百万円）等による資金の増加があった一方で、有形固定資産の取

得による支出 849 百万円（前連結会計年度 413 百万円）、 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出972 百万円（前連結会計年度-百万円）

等の資金の減少があったこと等によるものです。 
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５．連結財務諸表 【17～18ページ】 

（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 3,849 2,953 

 減価償却費 351 415 

 のれん償却額 35 57 

 持分法による投資損益（△は益） △74 △25 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 △17 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 257 △200 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 33 △27 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △69 101 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12 △49 

 有価証券売却損益（△は益） △187 △77 

 投資有価証券評価損益（△は益） 95 67 

 投資有価証券売却損益（△は益） △8 △594 

 受取利息及び受取配当金 △189 △207 

 支払利息 98 103 

 売上債権の増減額（△は増加） △2,355 2,122 

 リース投資資産の増減額（△は増加） 117 15 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 360 △871 

 前渡金の増減額（△は増加） 1,020 △13,695 

 仕入債務の増減額（△は減少） 826 △605 

 前受金の増減額（△は減少） △996 13,157 

 未収消費税等の増減額（△は増加） 28 △59 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 75 △75 

 その他の資産・負債の増減額 △228 205 

 小計 2,997 2,691 

 利息及び配当金の受取額 181 207 

 利息の支払額 △98 △103 

 法人税等の支払額 △989 △1,879 

 その他 25 19 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,115 935 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △5,472 △6,007 

 有価証券の売却による収入 6,591 6,320 

 投資有価証券の取得による支出 △193 △1,203 

 投資有価証券の売却による収入 108 1,073 

 有形固定資産の取得による支出 △413 △849 

 有形固定資産の売却による収入 15 20 

 無形固定資産の取得による支出 △28 △27 

 無形固定資産の売却による収入 7 0 

 貸付けによる支出 △43 △3 

 貸付金の回収による収入 65 28 

 差入保証金の差入による支出 △18 △210 

 差入保証金の回収による収入 10 10 

 
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 △323 

 その他 △1 48 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 626 △1,121 
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           (単位：百万円) 
          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） △10 △7 

 長期借入金の返済による支出 - △6 

 配当金の支払額 △484 △759 

 自己株式の取得による支出 △1 △599 

 その他 △20 △19 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △516 △1,393 

現金及び現金同等物に係る換算差額 102 △261 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,327 △1,841 

現金及び現金同等物の期首残高 13,320 15,650 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2 ※2 △649 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 15,650 ※1 13,159 
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   （訂正後） 
           (単位：百万円) 
          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 3,849 2,953 

 減価償却費 351 415 

 のれん償却額 35 57 

 持分法による投資損益（△は益） △74 △25 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 △17 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 257 △200 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 33 △27 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △69 101 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12 △49 

 有価証券売却損益（△は益） △187 △77 

 投資有価証券評価損益（△は益） 95 67 

 投資有価証券売却損益（△は益） △8 △594 

 受取利息及び受取配当金 △189 △207 

 支払利息 98 103 

 売上債権の増減額（△は増加） △2,355 2,122 

 リース投資資産の増減額（△は増加） 117 15 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 360 △871 

 前渡金の増減額（△は増加） 1,020 △13,695 

 仕入債務の増減額（△は減少） 826 △605 

 前受金の増減額（△は減少） △996 13,157 

 未収消費税等の増減額（△は増加） 28 △59 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 75 △75 

 その他の資産・負債の増減額 △228 205 

 小計 2,997 2,691 

 利息及び配当金の受取額 181 207 

 利息の支払額 △98 △103 

 法人税等の支払額 △989 △1,879 

 その他 25 19 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,115 935 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △5,472 △6,007 

 有価証券の売却による収入 6,591 6,320 

 投資有価証券の取得による支出 △193 △1,203 

 投資有価証券の売却による収入 108 1,073 

 有形固定資産の取得による支出 △413 △849 

 有形固定資産の売却による収入 15 20 

 無形固定資産の取得による支出 △28 △27 

 無形固定資産の売却による収入 7 0 

 貸付けによる支出 △43 △3 

 貸付金の回収による収入 65 28 

 差入保証金の差入による支出 △18 △210 

 差入保証金の回収による収入 10 10 

 
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 △972 

 その他 △1 △3 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 626 △1,823 
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           (単位：百万円) 
          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） △10 △7 

 長期借入金の返済による支出 - △6 

 配当金の支払額 △484 △759 

 自己株式の取得による支出 △1 △599 

 その他 △20 △19 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △516 △1,393 

現金及び現金同等物に係る換算差額 102 △261 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,327 △2,543 

現金及び現金同等物の期首残高 13,320 15,650 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2 52 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 15,650 ※1 13,159 

 

 

 

以  上 


	(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
	５．連結財務諸表　【17～18ページ】
	（４）連結キャッシュ・フロー計算書


