
 

 

 

平成 29 年６月 12 日 

各      位 

 

 

 

 

 

 

 

（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 
   

  平成 29 年５月 12 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 

一部に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につきましても送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

平成 29 年５月 12 日の公表後に、記載内容の一部に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 

 訂正箇所には下線を付しております。 

 

＜サマリー情報＞ 

１．平成 29 年３月期の連結業績（平成 28 年４月１日～平成 29 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

29 年３月期 17,988 △2,766 △16,611 1,901

28 年３月期 14,628 △1,882 △11,505 3,314

 

  

会 社 名 株式会社ティーガイア 

代表者名 代表取締役社長 金治 伸隆

 （コード：3738 東証第一部） 

問合せ先 執行役員 経営企画部長 塩屋 知之

 （TEL．03－6409－1010） 
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【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

29 年３月期 17,988 △2,126 △17,252 1,901

28 年３月期 14,628 △1,882 △11,505 3,314

 

＜添付資料 4 ページ＞ 

１．経営成績等の概況 

 

【訂正前】 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

～前略～ 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、27 億 66 百万円（同 47.0％増）となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出 12 億 74 百万円、敷金の支払による支出４億 10 百万円、子会社株式取

得による支出６億 40 百万円、ソフトウエアの取得による支出５億３百万円および、敷金の回収額

１億 33 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) 

財務活動の結果使用した資金は、166 億 11 百万円（同 44.4％増）となりました。これは主に短

期借入金の純増額 73 億 50 百万円、長期借入金の返済による減少 81 億 28 百万円、配当金の支払

額 29 億 95 百万円および、自己株式の取得による支出 127 億 71 百万円によるものであります。 

～後略～ 

【訂正後】 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

～前略～ 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、21 億 26 百万円（同 13.0％増）となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出 12 億 74 百万円、敷金の支払による支出４億 10 百万円、ソフトウエア

の取得による支出５億３百万円および、敷金の回収額１億 33 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) 

財務活動の結果使用した資金は、172 億 52 百万円（同 49.4％増）となりました。これは主に短

期借入金の純増額 73 億 50 百万円、長期借入金の返済による減少 81 億 28 百万円、配当金の支払

額 29 億 95 百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出６億 40 百万円およ

び、自己株式の取得による支出 127 億 71 百万円によるものであります。 

～後略～  
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＜添付資料 11 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    

（中 略） 

小計  20,589 23,809 

（中 略）   

営業活動によるキャッシュ・フロー  14,628 17,988 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

（中 略） 

投資有価証券の取得による支出  △308 △9 

投資有価証券の売却による収入  － 126 

子会社株式の取得による支出  － △640 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による収入  
－ 19 

（中 略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,882 △2,766 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

（中 略） 

非支配株主からの払込みによる収入  16 －

配当金の支払額  △2,786 △2,995 

非支配株主への配当金の支払額  △62 △67 

自己株式の取得による支出  △0 △12,771 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △11,505 △16,611 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △12 △22 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  1,228 △1,412 

現金及び現金同等物の期首残高  2,085 3,314 

現金及び現金同等物の期末残高  ※ 3,314 ※ 1,901 
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【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    

（中 略） 

小計  20,589 23,809 

（中 略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  14,628 17,988 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

（中 略） 

投資有価証券の取得による支出  △308 △9 

投資有価証券の売却による収入  － 126 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による収入  
－ 19 

（中 略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,882 △2,126 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

（中 略） 

非支配株主からの払込みによる収入  16 －

配当金の支払額  △2,786 △2,995 

非支配株主への配当金の支払額  △62 △67 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 

取得による支出  
－ △640 

自己株式の取得による支出  △0 △12,771 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △11,505 △17,252 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △12 △22 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  1,228 △1,412 

現金及び現金同等物の期首残高  2,085 3,314 

現金及び現金同等物の期末残高  ※ 3,314 ※ 1,901 
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＜添付資料 16 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 

  （連結包括利益計算書関係） 

【訂正前】 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  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） 

その他有価証券評価差額金：     

当期発生額 20 百万円 276 百万円 

組替調整額 － － 

税効果調整前 20 304 

税効果額 △3 △93 

その他有価証券評価差額金 16 210 

為替換算調整勘定：     

当期発生額 △17 △127 

組替調整額 － － 

税効果調整前 △17 △127 

税効果額 － － 

為替換算調整勘定 △17 △127 

その他の包括利益合計 △0 83 

 

【訂正後】 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  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） 

その他有価証券評価差額金：     

当期発生額 20 百万円 304 百万円 

組替調整額 － － 

税効果調整前 20 304 

税効果額 △3 △93 

その他有価証券評価差額金 16 210 

為替換算調整勘定：     

当期発生額 △17 △127 

組替調整額 － － 

税効果調整前 △17 △127 

税効果額 － － 

為替換算調整勘定 △17 △127 

その他の包括利益合計 △0 83 

以 上 
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