
－ 1 － 

 
 

平成 30年５月７日 

各 位 

 

会  社  名 デ ク セ リ ア ル ズ 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取締 役社 長  一ノ 瀬  隆 

 （コード番号：4980 東証第一部） 

問合せ先 上席執行役員  総合企画部門長 

 左奈田 直幸 

 (TEL 03-5435-3941） 

 

 

（再訂正）「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４月 27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。 

 

１．訂正の理由 

当社では、これまで複数の退職給付制度を採用していることにより生じた退職給付に係る資産と退職給付

に係る負債を連結貸借対照表上相殺表示しておりましたが、両建に修正するため、平成 30 年４月 26 日付で

連結貸借対照表及び関連する項目の数値を訂正いたしましたところ、連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る当該科目名の修正が漏れておりましたのでここに訂正をするものであります。  

本訂正は平成 29年３月期の有価証券報告書、平成 30 年３月期での各四半期報告書が対象となります。 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所には下線を付して表示しています。 

 

・添付資料 

３．連結財務諸表及び主な注記 

  P.14（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
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（訂正前） 

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 

  （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 7,599 1,713 

減価償却費 2,977 3,334 

のれん償却額 1,799 1,798 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △4 

賞与引当金の増減額（△は減少） △123 213 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △819 △1,002 

受取利息及び受取配当金 △9 △17 

支払利息 112 82 

為替差損益（△は益） 18 55 

固定資産売却損益（△は益） △0 90 

固定資産除却損 41 52 

減損損失 523 106 

構造改革費用 － 915 

売上債権の増減額（△は増加） 1,022 △1,405 

たな卸資産の増減額（△は増加） 400 △3,154 

未収入金の増減額（△は増加） △104 △71 

仕入債務の増減額（△は減少） 441 3,735 

未払金の増減額（△は減少） △94 482 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） 98 10 

その他 △713 △608 

小計 13,167 6,327 

利息及び配当金の受取額 6 16 

利息の支払額 △112 △81 

法人税等の支払額 △946 △1,134 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,115 5,128 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △55 △50 

有形固定資産の取得による支出 △5,998 △5,046 

無形固定資産の取得による支出 △479 △341 

その他 △4 △9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,537 △5,448 

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 3,000 17,000 

長期借入金の返済による支出 △3,000 △12,500 

自己株式の取得による支出 △3,235 △106 

配当金の支払額 △1,732 △3,782 

リース債務の返済による支出 △20 △17 

ストックオプションの行使による収入 － 166 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,988 760 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △786 △267 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197 173 

現金及び現金同等物の期首残高 16,456 16,259 

現金及び現金同等物の期末残高 16,259 16,432 
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（訂正後） 

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 

  （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 7,599 1,713 

減価償却費 2,977 3,334 

のれん償却額 1,799 1,798 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △4 

賞与引当金の増減額（△は減少） △123 213 

退職給付に係る資産又は負債の増減額 △819 △1,002 

受取利息及び受取配当金 △9 △17 

支払利息 112 82 

為替差損益（△は益） 18 55 

固定資産売却損益（△は益） △0 90 

固定資産除却損 41 52 

減損損失 523 106 

構造改革費用 － 915 

売上債権の増減額（△は増加） 1,022 △1,405 

たな卸資産の増減額（△は増加） 400 △3,154 

未収入金の増減額（△は増加） △104 △71 

仕入債務の増減額（△は減少） 441 3,735 

未払金の増減額（△は減少） △94 482 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） 98 10 

その他 △713 △608 

小計 13,167 6,327 

利息及び配当金の受取額 6 16 

利息の支払額 △112 △81 

法人税等の支払額 △946 △1,134 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,115 5,128 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △55 △50 

有形固定資産の取得による支出 △5,998 △5,046 

無形固定資産の取得による支出 △479 △341 

その他 △4 △9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,537 △5,448 

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 3,000 17,000 

長期借入金の返済による支出 △3,000 △12,500 

自己株式の取得による支出 △3,235 △106 

配当金の支払額 △1,732 △3,782 

リース債務の返済による支出 △20 △17 

ストックオプションの行使による収入 － 166 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,988 760 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △786 △267 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197 173 

現金及び現金同等物の期首残高 16,456 16,259 

現金及び現金同等物の期末残高 16,259 16,432 
 


