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2019年６月５日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 電 算 

代 表 者 名 代表取締役社長 轟  一 太 

（コード番号：3640 東証一部） 

問 合 せ 先 代表取締役専務管理本部長 丸 山 沢 水 

（ TEL. 026-224-6666 ） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019 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、2019 年５月 15 日に発表しました「2019 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記

載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり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、訂正箇所は下線を付し

て表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の内容 

【サマリー情報 １．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月 31日）】 

 

（訂正前） 

（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 

2019年 3月期 △315 △186 △116 369 

2018年 3月期 － － － － 

 

（訂正後） 

（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 

2019年 3月期 △287 △186 △144 369 

2018年 3月期 － － － － 
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【添付資料４ページ】 

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） 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動の結果使用した資金は 315 百万円となりました。これは、主に減損損失 963 百万円

を計上したものの、税金等調整前当期純損失を 1,353百万円計上したことによるものです。 

 

（訂正後） 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動の結果使用した資金は 287 百万円となりました。これは、主に減損損失 963 百万円

を計上したものの、税金等調整前当期純損失を 1,353百万円計上したことによるものです。 

 

（訂正前） 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 当連結会計年度末において、財務活動の結果使用した資金は 116 百万円となりました。これ

は、主に短期借入金の純増額 620 百万円により資金獲得したものの、長期借入金の返済による

支出 618百万円及び配当金の支払 194百万円により資金使用したことによるものであります。 

 

（訂正後） 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当連結会計年度末において、財務活動の結果使用した資金は 144 百万円となりました。これ

は、主に短期借入金の純増額 620 百万円により資金獲得したものの、長期借入金の返済による

支出 618百万円及び配当金の支払 194百万円により資金使用したことによるものであります。 
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【添付資料 13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：千円） 

 
 当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019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損失（△） △1,353,083 

減価償却費 717,070 

のれん償却額 21,868 

減損損失 963,964 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 336 

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,013 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 41,164 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 289 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 125,827 

受取利息及び受取配当金 △7,745 

支払利息 19,452 

固定資産除却損 3,382 

売上債権の増減額（△は増加） △347,011 

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,117 

立替金の増減額（△は増加） △250,534 

仕入債務の増減額（△は減少） 402,729 

その他 △268,459 

小計 △8,852 

利息及び配当金の受取額 7,766 

利息の支払額 △19,326 

法人税等の支払額 △295,111 

営業活動によるキャッシュ・フロー △315,523 

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 △205,000 

定期預金の払戻による収入 457,000 

有形固定資産の取得による支出 △204,684 

無形固定資産の取得による支出 △204,634 

投資有価証券の取得による支出 △79,209 

投資有価証券の売却による収入 49,001 

その他 1,297 

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,229 

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） 620,000 

長期借入れによる収入 80,000 

長期借入金の返済による支出 △618,419 

リース債務の返済による支出 △32,018 

自己株式の売却による収入 28,164 

配当金の支払額 △194,310 

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,583 

現金及び現金同等物に係る換算差額 719 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △617,617 

現金及び現金同等物の期首残高 986,743 

現金及び現金同等物の期末残高 369,125 
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（訂正後） 
 （単位：千円） 

 
 当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019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損失（△） △1,353,083 

減価償却費 717,070 

のれん償却額 21,868 

減損損失 963,964 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 336 

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,013 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 41,164 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 289 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 125,827 

受取利息及び受取配当金 △7,745 

支払利息 19,452 

固定資産除却損 3,382 

売上債権の増減額（△は増加） △347,011 

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,117 

立替金の増減額（△は増加） △250,534 

仕入債務の増減額（△は減少） 402,729 

その他 △240,294 

小計 19,311 

利息及び配当金の受取額 7,766 

利息の支払額 △19,326 

法人税等の支払額 △295,111 

営業活動によるキャッシュ・フロー △287,359 

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 △205,000 

定期預金の払戻による収入 457,000 

有形固定資産の取得による支出 △204,684 

無形固定資産の取得による支出 △204,634 

投資有価証券の取得による支出 △79,209 

投資有価証券の売却による収入 49,001 

その他 1,297 

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,229 

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） 620,000 

長期借入れによる収入 80,000 

長期借入金の返済による支出 △618,419 

リース債務の返済による支出 △32,018 

配当金の支払額 △194,310 

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,747 

現金及び現金同等物に係る換算差額 719 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △617,617 

現金及び現金同等物の期首残高 986,743 

現金及び現金同等物の期末残高 369,125 

 

 

２．訂正の理由 

営業活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フロー間で組替誤りがあること

が判明しましたので訂正いたします。 

 

 

以上 


