
－ 1 － 

 
平成 29年６月 27日 

 
各      位 
 

会 社 名 株式会社三社電機製作所 

代 表 者 名 代表取締役社長 四方 邦夫 

（コード番号 6882 東証第二部） 

問 合 せ 先 管理本部 経理部部長 丸山 博之 

（TEL  06 － 6321 － 0321） 

 

（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４月 28 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）」の一部に訂

正を要する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線を付しておりま

す。 

 なお、数値データを訂正いたしましたので、訂正後の数値データを送信いたします。 

 

記 

 

1． 訂正の理由 

 「平成 29 年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」の発表後に連結キャッシュ・フロー計算書の当連結会

計年度の数値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。なお、本件訂正による連結経営

成績及び連結財政状態への影響はございません。 

 

2． 訂正の内容 

 ＜サマリー情報＞ 

【訂正前】 

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 

 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 

 

29 年 3 月期 

28 年 3 月期 

百万円 

1,844 

1,401 

百万円 

△2,594 

△321 

百万円 

△94 

△1,484 

百万円 

4,966 

5,654 

 

【訂正後】 

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 

 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 

 

29 年 3 月期 

28 年 3 月期 

百万円 

1,844 

1,401 

百万円 

△2,315 

△321 

百万円 

△94 

△1,484 

百万円 

4,966 

5,654 
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＜添付資料３ページ＞ 

１． 経営成績等の概況 

（２）財政状態に関する分析 キャッシュ・フローの状況 

 

【訂正前】 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、49 億６千６百万円

となり、前連結会計年度比で６億８千８百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれら

の増減要因は以下の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動においては 18億４千４百万円の資金の流入（前期は 14億１百万円の流入）となりました。 

これは、主に売上債権の減少 10 億９千１百万円、たな卸資産の減少 10 億６千６百万円などが増加要因とし

て寄与したものの、減少要因として賞与引当金の減少２億３千３百万円、仕入債務の減少 11 億１千６百万円

などがあったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動においては 25 億９千４百万円の資金の流出（前期は３億２千１百万円の流出）となりました。こ

れは主に吸収分割による支出 22 億４千３百万円、有形固定資産の取得による支出２億８千２百万円があった

こと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） 

 財務活動においては９千４百万円の資金の流出（前期は 14 億８千４百万円の流出）となりました。これは

主に短期借入金の借入等による流入１億６千９百万円、配当金の支払いによる支出２億６千万円があったこ

とによるものであります。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、49 億６千６百万円

となり、前連結会計年度比で６億８千８百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれら

の増減要因は以下の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動においては 18億４千４百万円の資金の流入（前期は 14億１百万円の流入）となりました。 

これは、主に売上債権の減少 10 億９千１百万円、たな卸資産の減少 10 億６千６百万円などが増加要因とし

て寄与したものの、減少要因として賞与引当金の減少２億３千３百万円、仕入債務の減少 11 億１千６百万円

などがあったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動においては 23 億１千５百万円の資金の流出（前期は３億２千１百万円の流出）となりました。こ

れは主に吸収分割による支出 19 億６千４百万円、有形固定資産の取得による支出２億８千２百万円があった

こと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） 

 財務活動においては９千４百万円の資金の流出（前期は 14 億８千４百万円の流出）となりました。これは

主に短期借入金の借入等による流入１億６千９百万円、配当金の支払いによる支出２億６千万円があったこ

とによるものであります。 
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＜添付資料 １２ページ＞ 

４.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 1,710 281 

減価償却費 970 955 

減損損失 103 － 

のれん償却額 － 36 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △2 

賞与引当金の増減額（△は減少） 7 △233 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △21 58 

受取利息及び受取配当金 △14 △14 

支払利息 22 11 

固定資産廃棄損 5 1 

有形固定資産売却損益（△は益） △18 △1 

売上債権の増減額（△は増加） 219 1,091 

投資有価証券売却損益（△は益） － △62 

たな卸資産の増減額（△は増加） △100 1,066 

仕入債務の増減額（△は減少） △465 △1,116 

未払費用の増減額（△は減少） △44 128 

未払消費税等の増減額（△は減少） 9 △208 

その他 △49 48 

小計 2,320 2,038 

利息及び配当金の受取額 14 14 

利息の支払額 △22 △12 

法人税等の支払額 △912 △200 

法人税等の還付額 0 3 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,401 1,844 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △380 △282 

有形固定資産の売却による収入 203 2 

無形固定資産の取得による支出 △157 △132 

無形固定資産の売却による収入 12 － 

投資有価証券の売却による収入 － 62 

吸収分割による支出 － △2,243 

その他 0 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △321 △2,594 

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） △819 169 

自己株式の取得による支出 △365 － 

配当金の支払額 △298 △260 

その他 0 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,484 △94 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △144 △122 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △549 △967 

現金及び現金同等物の期首残高 6,204 5,654 

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 279 

現金及び現金同等物の期末残高 5,654 4,966 



－ 4 － 

【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 1,710 281 

減価償却費 970 955 

減損損失 103 － 

のれん償却額 － 36 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △2 

賞与引当金の増減額（△は減少） 7 △233 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △21 58 

受取利息及び受取配当金 △14 △14 

支払利息 22 11 

固定資産廃棄損 5 1 

有形固定資産売却損益（△は益） △18 △1 

売上債権の増減額（△は増加） 219 1,091 

投資有価証券売却損益（△は益） － △62 

たな卸資産の増減額（△は増加） △100 1,066 

仕入債務の増減額（△は減少） △465 △1,116 

未払費用の増減額（△は減少） △44 128 

未払消費税等の増減額（△は減少） 9 △208 

その他 △49 48 

小計 2,320 2,038 

利息及び配当金の受取額 14 14 

利息の支払額 △22 △12 

法人税等の支払額 △912 △200 

法人税等の還付額 0 3 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,401 1,844 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △380 △282 

有形固定資産の売却による収入 203 2 

無形固定資産の取得による支出 △157 △132 

無形固定資産の売却による収入 12 － 

投資有価証券の売却による収入 － 62 

吸収分割による支出 － △1,964 

その他 0 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △321 △2,315 

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） △819 169 

自己株式の取得による支出 △365 － 

配当金の支払額 △298 △260 

その他 0 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,484 △94 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △144 △122 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △549 △688 

現金及び現金同等物の期首残高 6,204 5,654 

現金及び現金同等物の期末残高 5,654 4,966 

 

 

 

以 上 

 


