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平成29年６月23日

各 位

会 社 名 株式会社フジコー

代表者名 代表取締役社長 野添 誉之

(コード：3515、東証JASDAQ)

問合せ先 常務取締役 総務、経理・財務担当

村田 義樹

(TEL.072－772－1101)

(((((訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・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５月16日 15時00分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。

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。

　

記

　

１．訂正の理由

平成29年５月16日に発表いたしました「平成29年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に誤りが

あることが判明したため、訂正を行うものです。

２．訂正の内容

１. 経営成績等の概況 （３）当期のキャッシュ・フローの概況

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

　訂正箇所には下線を付しております。

　

以 上
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１．経営成績等の概況

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

訂正前

＜中略＞

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、１億45百万円（前連結会計年度は４億円増加）とな

りました。

これは主に、定期預金の預入による純支出が42百万円、有形固定資産の取得による支出78百万円等によるもの

であります。

訂正後

＜中略＞

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、１億45百万円（前連結会計年度は４億円増加）とな

りました。

これは主に、定期預金の預入による純支出が42百万円、有形固定資産の取得による支出88百万円等によるもの

であります。
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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：千円)
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又は税金等調整前当期
純損失（△）

△225,450 268,370

減価償却費 343,396 257,863

減損損失 259,177 2,941

のれん償却額 26,439 26,439

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） 54,933 76,896

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,503 △7,203

受取利息及び受取配当金 △25,912 △27,584

支払利息 22,783 17,457

投資有価証券売却損益（△は益） △49,921 -

有形固定資産売却損益（△は益） - △449

固定資産除却損 1,164 998

売上債権の増減額（△は増加） 87,963 204,969

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,996 313,055

仕入債務の増減額（△は減少） △253,485 △170,254

長期前払費用の増減額（△は増加） △64,587 -

その他 △45,798 68,791

小計 135,195 1,032,290

利息及び配当金の受取額 26,232 27,252

利息の支払額 △22,529 △17,187

法人税等の支払額 △74,969 △68,059

法人税等の還付額 9,468 8,523

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,397 982,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △450,000 △492,000

定期預金の払戻による収入 970,000 450,000

有形固定資産の取得による支出 △138,223 △78,812

有形固定資産の売却による収入 - 450

無形固定資産の取得による支出 △14,487 △24,993

投資有価証券の取得による支出 △301,000 -

投資有価証券の売却による収入 367,224 1

貸付けによる支出 △400 △750

貸付金の回収による収入 291 389

関係会社株式の取得による支出 △32,476 -

投資活動によるキャッシュ・フロー 400,927 △145,714

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 - 230,000

長期借入金の返済による支出 △189,392 △291,892

リース債務の返済による支出 △37,895 △42,991

社債の発行による収入 - 98,040

社債の償還による支出 △50,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △299 -

配当金の支払額 △36,907 △36,903

その他 - 3,522

財務活動によるキャッシュ・フロー △314,494 △140,224

現金及び現金同等物に係る換算差額 23,256 △9,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 183,086 687,573

現金及び現金同等物の期首残高 1,323,179 1,520,522

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 32,476

現金及び現金同等物の期末残高 1,520,522 2,240,572

決算短信（宝印刷） 2017年06月23日 13時39分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



― 4 ―

訂正後

(単位：千円)
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又は税金等調整前当期
純損失（△）

△225,450 268,370

減価償却費 343,396 257,863

減損損失 259,177 2,941

のれん償却額 26,439 26,439

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） 54,933 76,896

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,503 △7,203

受取利息及び受取配当金 △25,912 △27,584

支払利息 22,783 17,457

投資有価証券売却損益（△は益） △49,921 -

有形固定資産売却損益（△は益） - △449

固定資産除却損 1,164 998

売上債権の増減額（△は増加） 87,963 204,969

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,996 313,055

仕入債務の増減額（△は減少） △253,485 △170,254

長期前払費用の増減額（△は増加） △64,587 15,912

その他 △45,798 52,954

小計 135,195 1,032,366

利息及び配当金の受取額 26,232 27,252

利息の支払額 △22,529 △17,187

法人税等の支払額 △74,969 △68,059

法人税等の還付額 9,468 8,447

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,397 982,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △450,000 △492,000

定期預金の払戻による収入 970,000 450,000

有形固定資産の取得による支出 △138,223 △88,997

有形固定資産の売却による収入 - 450

無形固定資産の取得による支出 △14,487 △14,808

投資有価証券の取得による支出 △301,000 -

投資有価証券の売却による収入 367,224 1

貸付けによる支出 △400 △750

貸付金の回収による収入 291 389

関係会社株式の取得による支出 △32,476 -

投資活動によるキャッシュ・フロー 400,927 △145,714

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 - 230,000

長期借入金の返済による支出 △189,392 △291,892

リース債務の返済による支出 △37,895 △42,991

社債の発行による収入 - 98,040

社債の償還による支出 △50,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △299 -

配当金の支払額 △36,907 △36,903

その他 - 3,522

財務活動によるキャッシュ・フロー △314,494 △140,224

現金及び現金同等物に係る換算差額 23,256 △9,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 183,086 687,573

現金及び現金同等物の期首残高 1,323,179 1,520,522

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 14,257 32,476

現金及び現金同等物の期末残高 1,520,522 2,240,572
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