
 

平成 30年３月 30日 

各  位 

会 社 名 株式会社シンシア 

代表者名 代表取締役執行役員社長 中村 研 

（コード番号：7782 東証第一部） 

問合せ先 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一 

（TEL.03-5695-7470） 

 

（訂正・数値データ訂正）平成 29年 12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 30年２月 14日に公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、訂正個所には下線を付しております。 

 

１．訂正の理由 

 「平成 29年 12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあること

が判明いたしましたので、これを訂正いたします。 

 

 

２．訂正の内容 

＜サマリー情報 １ページ＞ 

 １．平成 29年 12月期の連結業績（平成 29年１月１日～平成 29年 12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 12月期 71 △316 16 907 

28年 12月期 615 △86 △239 1,137 

 

【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 12月期 78 △316 8 907 

28年 12月期 615 △86 △239 1,137 

 

＜添付資料 ２ページ＞ 

 １．経営成績等の概況 

  （２）財政状態に関する分析 

    ②キャッシュ・フローの状況 

 

【訂正前】 

  （省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益 339,582千円の計上があった

ものの、たな卸資産の増加額 176,514千円及びデリバティブ評価益 111,965千円の計上により、

71,229千円の増加（前連結会計年度は 615,339千円の増加）となりました。 

 



 

（投資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・フローは、主に外国為替差入証拠金の増加により、316,762千円の減

少（前連結会計年度は 86,484千円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に株式の発行による収入 129,046千円があったものの、

配当金の支払額 65,438千円及び借入金の返済による支出 40,004千円により、16,204千円の増加（前

連結会計年度は 239,689千円の減少）となりました。 

 

【訂正後】 

  （省略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益 339,582千円の計上があった

ものの、たな卸資産の増加額 176,514千円及びデリバティブ評価益 111,965千円の計上により、

78,681千円の増加（前連結会計年度は 615,339千円の増加）となりました。 

（投資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・フローは、主に外国為替差入証拠金の増加により、316,762千円の減

少（前連結会計年度は 86,484千円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に株式の発行による収入 129,046千円があったものの、

配当金の支払額 65,438千円及び借入金の返済による支出 40,004千円により、8,752千円の増加（前

連結会計年度は 239,689千円の減少）となりました。 

  



 

＜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：千円） 

 

 前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

 当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12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 255,701 339,582 

減価償却費 9,705 12,952 

のれん償却額 1,231 1,231 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,144 7,843 

賞与引当金の増減額（△は減少） － 6,100 

受取利息及び受取配当金 △354 △1,323 

支払利息 12,144 5,815 

為替差損益（△は益） △49,192 20,880 

デリバティブ評価損益（△は益） 353,845 △111,965 

上場関連費用 18,563 25,959 

倉庫移転費用 10,588 － 

売上債権の増減額（△は増加） △104,636 7,115 

たな卸資産の増減額（△は増加） 104,710 △176,514 

前渡金の増減額（△は増加） △15,947 37,914 

仕入債務の増減額（△は減少） 25,197 1,160 

前受金の増減額（△は減少） 28,186 26,800 

その他の資産の増減額（△は増加） 47,777 △30,634 

その他の負債の増減額（△は減少） 55,715 △39,709 

その他 3,881 △305 

小計 737,972 132,905 

利息及び配当金の受取額 203 1,113 

利息の支払額 △11,980 △5,841 

法人税等の支払額 △110,857 △56,947 

営業活動によるキャッシュ・フロー 615,339 71,229 

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 △6,476 △7,286 

無形固定資産の取得による支出 △6,987 △5,998 

デリバティブ取引による支出 △16,988 △64,386 

デリバティブ取引による収入 59,078 44,277 

貸付けによる支出 △3,000 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △9,303 － 

敷金及び保証金の回収による収入 14,604 － 

外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） △117,413 △283,367 

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,484 △316,762 

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） △600,000 － 

長期借入金の返済による支出 △60,004 △40,004 

自己株式の処分による収入 214,452 － 

株式の発行による収入 215,164 129,046 

配当金の支払額 － △65,438 

上場関連費用の支出 △9,301 △7,400 

財務活動によるキャッシュ・フロー △239,689 16,204 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,462 △146 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 298,628 △229,475 

現金及び現金同等物の期首残高 838,398 1,137,026 

現金及び現金同等物の期末残高 1,137,026 907,550 

 

 



 

【訂正後】 

  （単位：千円） 

 

 前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

 当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12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 255,701 339,582 

減価償却費 9,705 12,952 

のれん償却額 1,231 1,231 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,144 7,843 

賞与引当金の増減額（△は減少） － 6,100 

受取利息及び受取配当金 △354 △1,323 

支払利息 12,144 5,815 

為替差損益（△は益） △49,192 20,880 

デリバティブ評価損益（△は益） 353,845 △111,965 

上場関連費用 18,563 25,959 

倉庫移転費用 10,588 － 

売上債権の増減額（△は増加） △104,636 7,115 

たな卸資産の増減額（△は増加） 104,710 △176,514 

前渡金の増減額（△は増加） △15,947 37,914 

仕入債務の増減額（△は減少） 25,197 1,160 

前受金の増減額（△は減少） 28,186 26,800 

その他の資産の増減額（△は増加） 47,777 △30,634 

その他の負債の増減額（△は減少） 55,715 △32,257 

その他 3,881 △305 

小計 737,972 140,357 

利息及び配当金の受取額 203 1,113 

利息の支払額 △11,980 △5,841 

法人税等の支払額 △110,857 △56,947 

営業活動によるキャッシュ・フロー 615,339 78,681 

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 △6,476 △7,286 

無形固定資産の取得による支出 △6,987 △5,998 

デリバティブ取引による支出 △16,988 △64,386 

デリバティブ取引による収入 59,078 44,277 

貸付けによる支出 △3,000 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △9,303 － 

敷金及び保証金の回収による収入 14,604 － 

外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） △117,413 △283,367 

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,484 △316,762 

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） △600,000 － 

長期借入金の返済による支出 △60,004 △40,004 

自己株式の処分による収入 214,452 － 

株式の発行による収入 215,164 129,046 

配当金の支払額 － △65,438 

上場関連費用の支出 △9,301 △14,852 

財務活動によるキャッシュ・フロー △239,689 8,752 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,462 △146 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 298,628 △229,475 

現金及び現金同等物の期首残高 838,398 1,137,026 

現金及び現金同等物の期末残高 1,137,026 907,550 

 

以 上 


