
 

 

 

    平成29年８月８日 

各 位 

上場会社名    シンポ株式会社        

代表者        代表取締役社長 田中利明   

(コード番号    5903)             

問合せ先責任者   専務取締役管理部長 水野泰彦 

(TEL        052-776-2231)          

 

（訂正・数値データ訂正）「平成29年６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８月７日に発表いたしました「平成29年6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、下記のとおり訂正いたします。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６月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載の内容に一部訂正が生

じましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。 

 

２． 訂正の内容 

（１） サマリー情報（1ページ） 

１．平成29年６月期の連結業績（平成28年７月１日～平成29年６月30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６月期  542  2 △136  1,987 

28年６月期  457  △155 △119  1,581 

 

  （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６月期  551  2 △136  1,996 

28年６月期  457  △155 △119  1,581 

 

 

 



 

（２） 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 

（訂正前） 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は 1,987 百万円となり、前

連結会計年度末と比較して405百万円増加しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金は 542 百万円の増加(前年同期は 457 百万円の増加)となりました。主な増加

要因は、税金等調整前当期純利益 619 百万円であります。また、主な減少要因は、法人税等の支払

額252百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金は2百万円の増加(前年同期は155百万円の減少)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金は 136 百万円の減少(前年同期は 119 百万円の減少)となりました。主な減少

要因は、配当金の支払額101百万円であります。 

 

（訂正後） 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は 1,996 百万円となり、前

連結会計年度末と比較して414百万円増加しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金は 551 百万円の増加(前年同期は 457 百万円の増加)となりました。主な増加

要因は、税金等調整前当期純利益 619 百万円であります。また、主な減少要因は、法人税等の支払

額247百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金は2百万円の増加(前年同期は155百万円の減少)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金は 136 百万円の減少(前年同期は 119 百万円の減少)となりました。主な減少

要因は、配当金の支払額101百万円であります。 



 

（３） 添付資料（１１ページ） 

１．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７月１日  

 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度  

(自 平成28年７月１日  

 至 平成29年６月30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  627,920 619,129 

減価償却費  65,661 76,226 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  1,394 4,066 

賞与引当金の増減額（△は減少）  2,950 500 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）  5,400 1,475 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  6,040 8,110 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）  9,783 12,103 

受取利息及び受取配当金  △5,022 △5,334 

投資事業組合運用損益（△は益）  △6,586 △623 

支払利息  427 297 

投資有価証券売却損益（△は益）  △9,113 －

固定資産除却損  － 401 

為替差損益（△は益）  1,179 649 

売上債権の増減額（△は増加）  △16,465 19,187 

たな卸資産の増減額（△は増加）  △71,433 34,735 

仕入債務の増減額（△は減少）  4,216 △21,415 

未払消費税等の増減額（△は減少）  △31,732 20,107 

その他  12,197 20,195

小計  596,817 789,812

利息及び配当金の受取額  5,022 5,334 

利息の支払額  △427 △297 

法人税等の支払額  △144,244 △252,121

営業活動によるキャッシュ・フロー  457,167 542,727

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  △760,706 △741,735 

定期預金の払戻による収入  735,681 741,720 

有形固定資産の取得による支出  △155,327 △14,224 

無形固定資産の取得による支出  △3,050 －

投資有価証券の売却による収入  14,000 －

貸付金の回収による収入  980 1,100 

その他  13,395 15,707 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △155,027 2,568 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  870,000 695,000 

短期借入金の返済による支出  △890,000 △715,000 

リース債務の返済による支出  △14,963 △15,529 

新株予約権の発行による収入  － 700 

配当金の支払額  △84,767 △101,566 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △119,731 △136,395 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,767 △3,055 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  176,641 405,845 

現金及び現金同等物の期首残高  1,405,257 1,581,898 

現金及び現金同等物の期末残高  1,581,898 1,987,743 

  



 

（訂正後） 

   （単位：千円）

  

前連結会計年度  

(自 平成27年７月１日  

 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度  

(自 平成28年７月１日  

 至 平成29年６月30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  627,920 619,129 

減価償却費  65,661 76,226 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  1,394 4,066 

賞与引当金の増減額（△は減少）  2,950 500 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）  5,400 1,475 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  6,040 8,110 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）  9,783 12,103 

受取利息及び受取配当金  △5,022 △5,334 

投資事業組合運用損益（△は益）  △6,586 △623 

支払利息  427 297 

投資有価証券売却損益（△は益）  △9,113 －

固定資産除却損  － 401 

為替差損益（△は益）  1,179 649 

売上債権の増減額（△は増加）  △16,465 19,187 

たな卸資産の増減額（△は増加）  △71,433 34,735 

仕入債務の増減額（△は減少）  4,216 △21,415 

未払消費税等の増減額（△は減少）  △31,732 20,107 

その他  12,197 24,371 

小計  596,817 793,988 

利息及び配当金の受取額  5,022 5,334 

利息の支払額  △427 △297 

法人税等の支払額  △144,244 △247,997 

営業活動によるキャッシュ・フロー  457,167 551,027 

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  △760,706 △741,735 

定期預金の払戻による収入  735,681 741,720 

有形固定資産の取得による支出  △155,327 △14,224 

無形固定資産の取得による支出  △3,050 －

投資有価証券の売却による収入  14,000 －

貸付金の回収による収入  980 1,100 

その他  13,395 15,707 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △155,027 2,568 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  870,000 695,000 

短期借入金の返済による支出  △890,000 △715,000 

リース債務の返済による支出  △14,963 △15,529 

新株予約権の発行による収入  － 700 

配当金の支払額  △84,767 △101,566 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △119,731 △136,395 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,767 △3,055 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  176,641 414,145 

現金及び現金同等物の期首残高  1,405,257 1,581,898 

現金及び現金同等物の期末残高  1,581,898 1,996,043 

 

以 上 


