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各  位 平成 2 8 年７月６日

 会 社 名 杉 田 エ ー ス 株 式 会 社

 代 表 者 名 代表取締役社長 杉 田  裕 介

 （ＪＡＳＤＡＱ コード番号：７６３５）

 問 合 せ 先 専 務取締役 中 尾  純

 （Ｔ ＥＬ .  ０３－ ３６３ ３－５１ ５０）

 

 
 

（訂正・数値データ訂正）「平成 28 年度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 12 日に発表いたしました「平成 28 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容

の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 
 なお、訂正箇所には下線を付しております。 
 

記 
１．訂正箇所 
  （１）＜15 ページ＞ 
  ５．(4)連結キャッシュ・フロー計算書 
   なお、この訂正による各キャッシュ・フローの合計金額に訂正はありません。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

（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 881 939

減価償却費 197 198

負ののれん発生益 － △89

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29 12

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57 △66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7 2

受取利息及び受取配当金 △18 △26

支払利息 17 19

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 14 －

固定資産除売却損益（△は益） △0 13

売上債権の増減額（△は増加） △613 691

たな卸資産の増減額（△は増加） △297 △254

未収入金の増減額（△は増加） 16 △0

その他の資産の増減額（△は増加） △3 △3

仕入債務の増減額（△は減少） 943 △1,729

その他の負債の増減額（△は減少） 141 △221

小計 1,275 △513

利息及び配当金の受取額 18 26

利息の支払額 △17 △19

法人税等の支払額 △439 △390

営業活動によるキャッシュ・フロー 837 △896

投資活動によるキャッシュ・フロー 
有形及び無形固定資産の取得による支出 △122 △983

投資有価証券の取得による支出 △106 △30

有形固定資産の売却による収入 0 66

投資有価証券の売却及び償還による収入 110 －

子会社株式の取得による支出 － △19

貸付けによる支出 － △4

貸付金の回収による収入 1 1

その他 △6 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △122 △980

財務活動によるキャッシュ・フロー 
長期借入れによる収入 1,300 2,450

長期借入金の返済による支出 △690 △1,075

配当金の支払額 △107 △107

財務活動によるキャッシュ・フロー 501 1,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,216 △610

現金及び現金同等物の期首残高 1,966 3,183

現金及び現金同等物の期末残高 3,183 2,573
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

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 881 939

減価償却費 197 198

負ののれん発生益 － △89

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29 12

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57 △66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7 2

受取利息及び受取配当金 △18 △26

支払利息 17 19

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 14 △0

固定資産除売却損益（△は益） △0 13

売上債権の増減額（△は増加） △613 691

たな卸資産の増減額（△は増加） △297 △254

未収入金の増減額（△は増加） 16 △0

その他の資産の増減額（△は増加） △3 △3

仕入債務の増減額（△は減少） 943 △1,729

その他の負債の増減額（△は減少） 141 △221

小計 1,275 △513

利息及び配当金の受取額 18 26

利息の支払額 △17 △19

法人税等の支払額 △439 △390

営業活動によるキャッシュ・フロー 837 △896

投資活動によるキャッシュ・フロー 
有形及び無形固定資産の取得による支出 △122 △983

投資有価証券の取得による支出 △106 △30

有形固定資産の売却による収入 0 66

投資有価証券の売却による収入 110 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出 － △19

貸付けによる支出 － △4

貸付金の回収による収入 1 1

その他 △6 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △122 △980

財務活動によるキャッシュ・フロー 
長期借入れによる収入 1,300 2,450

長期借入金の返済による支出 △690 △1,075

配当金の支払額 △107 △107

財務活動によるキャッシュ・フロー 501 1,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,216 △610

現金及び現金同等物の期首残高 1,966 3,183

現金及び現金同等物の期末残高 3,183 2,573
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（２）＜19、20 ページ＞ 
  （セグメント情報等） 

4.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 

【訂正前】＜19 ページ＞ 

  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） 
（単位：百万円）

  報告セグメント 

  ルート事業 
エンジニア 

リング事業 
直需事業 

合計 

売上高  

外部顧客への売上高 44,404 6,290 5,000 55,695

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －

計 44,404 6,290 5,000 55,695

セグメント利益 1,752 240 81 2,074

セグメント資産 21,452 3,552 2,435 27,440

その他の項目  

減価償却費 90 9 10 110

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 745 92 72 910

 

【訂正後】 

  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） 
（単位：百万円）

  報告セグメント 

  ルート事業 
エンジニア 

リング事業 
直需事業 

合計 

売上高  

外部顧客への売上高 44,404 6,290 5,000 55,695

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －

計 44,404 6,290 5,000 55,695

セグメント利益 1,752 240 81 2,074

セグメント資産 21,452 3,552 2,435 27,440

その他の項目  

減価償却費 90 9 10 110

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 847 92 72 1,012
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5．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

  

【訂正前】＜20 ページ＞ 

     （単位：百万円）

報告セグメント計 調整額 
連結財務諸表計上

額 

その他の項目 
前連結

会計年

度 

当連結

会計年

度 

前連結

会計年

度 

当連結

会計年

度 

前連結

会計年

度 

当連結

会計年

度 

減価償却費 102 110 94 88 197 198

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 49 910 78 60 128 970

 

 【訂正後】 

     （単位：百万円）

報告セグメント計 調整額 
連結財務諸表計上

額 

その他の項目 
前連結

会計年

度 

当連結

会計年

度 

前連結

会計年

度 

当連結

会計年

度 

前連結

会計年

度 

当連結

会計年

度 

減価償却費 102 110 94 88 197 198

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 49 1,012 78 60 128 1,072

 
 

以 上 
 


