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平成26年６月４日 

 

各  位 

 

代 表 取 締 役 社 長   森 澤 紳 勝 

（コード番号６７８８東証第一部） 

                  お問い合せ先 

執行役員経営企画部長    田 原 周 夫 

                                                （TEL：０６-６４５６-４６００） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成26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26年４月24日に公表しました「平成26年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載につい

て、以下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。 

 

１．訂正理由 

 連結財務諸表の「連結キャッシュ・フロー計算書」に関連して、記載に一部誤りがありましたので訂

正をおこなうものです。 

 

 

２．訂正箇所 

 

Ⅰ.平成26年３月期 決算短信 

  ○サマリー情報 １ページ 

 

１．平成26年３月期の連結業績（平成25年４月１日～平成26年３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

26年3月期 1,910 593 △144 8,614

25年3月期 931 △277 △509 6,223

 

〔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

26年3月期 1,940 563 △144 8,614

25年3月期 931 △277 △509 6,223
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  ○添付資料 ６ページ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（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〕 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,910百万円となりました。 

これは主に法人税等の支払874百万円、売上債権の増加476百万円及び割賦売掛金の増

加261百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益3,543百万円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） 

投資活動の結果得られた資金は593百万円となりました。 

これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入766百万円によるもの

であります。 

 

〔訂正後〕 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,940百万円となりました。 

これは主に法人税等の支払874百万円、売上債権の増加476百万円及び割賦売掛金の増

加261百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益3,543百万円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） 

投資活動の結果得られた資金は563百万円となりました。 

これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入736百万円によるもの

であります。 

 

  ○添付資料 18ページ 

 ４．連結財務諸表 

 （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24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26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 2,440,045 3,543,957

減価償却費 122,994 248,181

新株予約権の増加額 2,623 1,863

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,000 6,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,368 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 24,231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,889 11,263

受取利息及び受取配当金 △7,237 △8,172

支払利息 9,486 6,403

社債利息 1,800 1,809

持分法による投資損益（△は益） 4,579 17,776

為替差損益（△は益） △161,063 △235,820
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           (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日)

投資有価証券売却損益（△は益） - 37,835

関係会社株式売却損益（△は益） - △30,175

固定資産売却損益（△は益） - △4,352

持分変動損益（△は益） - △108,622

売上債権の増減額（△は増加） △280,670 △476,075

割賦売掛金の増減額（△は増加） △467,640 △261,093

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,911 △105,997

仕入債務の増減額（△は減少） 39,400 70,915

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,952 53,146

その他 164,290 △8,114

小計 1,888,047 2,785,160

利息及び配当金の受取額 7,238 8,249

利息の支払額 △6,435 △8,203

法人税等の支払額 △957,035 △874,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 931,814 1,910,743

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 △266,134 △136,512

有形固定資産の売却による収入 - 15,183

無形固定資産の取得による支出 △5,131 △12,714

投資有価証券の売却による収入 - 2,164

関係会社株式の取得による支出 - △23,504

関係会社株式の売却による収入 - 69,679

敷金及び保証金の差入による支出 - △94,521

敷金及び保証金の回収による収入 - 16,637

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入 

- 766,015

その他 △6,670 △8,985

投資活動によるキャッシュ・フロー △277,936 593,442

 

〔訂正後〕 
           (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26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 2,440,045 3,543,957

減価償却費 122,994 248,181

新株予約権の増加額 2,623 1,863

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,000 6,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,368 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 24,231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,889 11,263

受取利息及び受取配当金 △7,237 △8,172

支払利息 9,486 6,403

社債利息 1,800 1,809

持分法による投資損益（△は益） 4,579 17,776

為替差損益（△は益） △161,063 △235,820

投資有価証券売却損益（△は益） - 37,835
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           (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日)

関係会社株式売却損益（△は益） - △30,175

固定資産売却損益（△は益） - △4,352

持分変動損益（△は益） - △108,622

売上債権の増減額（△は増加） △280,670 △476,075

割賦売掛金の増減額（△は増加） △467,640 △261,093

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,911 △105,997

仕入債務の増減額（△は減少） 39,400 70,915

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,952 53,146

その他 164,290 21,785

小計 1,888,047 2,815,060

利息及び配当金の受取額 7,238 8,249

利息の支払額 △6,435 △8,203

法人税等の支払額 △957,035 △874,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 931,814 1,940,643

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 △266,134 △136,512

有形固定資産の売却による収入 - 15,183

無形固定資産の取得による支出 △5,131 △12,714

投資有価証券の売却による収入 - 2,164

関係会社株式の取得による支出 - △23,504

関係会社株式の売却による収入 - 69,679

敷金及び保証金の差入による支出 - △94,521

敷金及び保証金の回収による収入 - 16,637

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入 

- 736,115

その他 △6,670 △8,985

投資活動によるキャッシュ・フロー △277,936 563,542

 

 

以 上 


