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平成２９年５月１５日 
各 位 
 

会 社 名 株 式 会 社 弘 電 社 
代表者名  取締役社長  松田 春紀  
 (コード番号 1948 東証第二部)  
問合せ先  取締役経営企画本部長 下 野  覚 
 (TEL ０３－３５４２－５１１１) 

 

（訂正・数値データ訂正） 
「平成 29 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 29 年４月 28 日に公表いたしました「平成 29 年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」

の記載に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 29 年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後、記載内容の一部に訂正すべき事項が

あることから、当該事項を訂正するものであります。 
 
2. 訂正内容 
【10 ページ（４）連結キャッシュ・フロー計算書】 
 
【14 ページ（５）連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報）３.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】 
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◆添付資料　10ページ
３.連結財務諸表及び主な注記

（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27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成28年４月１日

　至　平成29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 1,297 1,831
減価償却費 140 115
減損損失 - 49

（　中　略　）
未払消費税等の増減額（△は減少） 187 71
その他の流動資産の増減額（△は増加） △101 133
その他の流動負債の増減額（△は減少） 59 12
その他 64 △13
小計 2,819 △394

（　中　略　）
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,867 △1,017

（　中　略　）
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,684 783

（　中　略　）
財務活動によるキャッシュ・フロー △107 △158
現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59 △412
現金及び現金同等物の期首残高 1,147 1,206
現金及び現金同等物の期末残高 1,206 794

【訂正後】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成28年４月１日

　至　平成29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 1,297 1,831
減価償却費 140 111
減損損失 - 49

（　中　略　）
未払消費税等の増減額（△は減少） 187 71
その他の流動資産の増減額（△は増加） △101 136
その他の流動負債の増減額（△は減少） 59 12
その他 64 △13
小計 2,819 △394

（　中　略　）
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,867 △1,017

（　中　略　）
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,684 783

（　中　略　）
財務活動によるキャッシュ・フロー △107 △158
現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59 △412
現金及び現金同等物の期首残高 1,147 1,206
現金及び現金同等物の期末残高 1,206 794
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◆添付資料　14ページ
３.連結財務諸表及び主な注記

（５）連結財務諸表に関する注記事項
（セグメント情報）

【訂正前】
当連結会計年度（自  平成28年４月１日  至  平成29年３月31日）

電気設備工事 商品販売 計

売上高

外部顧客への売上高 28,556 8,737 37,294 － 37,294

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 228 228 △228 －

計 28,556 8,965 37,522 △228 37,294

セグメント利益 2,640 340 2,980 △1,181 1,799

セグメント資産 15,634 4,317 19,951 8,846 28,798

その他の項目

減価償却費 45 1 47 62 109

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

13 － 13 56 69

【訂正後】
当連結会計年度（自  平成28年４月１日  至  平成29年３月31日）

電気設備工事 商品販売 計

売上高

外部顧客への売上高 28,556 8,737 37,294 － 37,294

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 228 228 △228 －

計 28,556 8,965 37,522 △228 37,294

セグメント利益 2,640 340 2,980 △1,181 1,799

セグメント資産 15,634 4,317 19,951 8,846 28,798

その他の項目

減価償却費 47 1 49 62 111

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

13 － 13 56 70

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額

（注）２

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額

（注）２


