
各      位

(訂正・数値データ訂正

平成 29 年５月

訂正すべき事項がありましたので、下記の通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につきましても送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付けて表示しております。

 

 

 

１．訂正の理由

「平成 29

判明いたしましたので、当該事項を訂正するものであります。

 

 

位 

訂正・数値データ訂正

年５月 15 日に公表いたしました「平成

訂正すべき事項がありましたので、下記の通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につきましても送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付けて表示しております。

訂正の理由 

29 年３月期 

判明いたしましたので、当該事項を訂正するものであります。

 

訂正・数値データ訂正)「平成

日に公表いたしました「平成

訂正すべき事項がありましたので、下記の通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につきましても送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付けて表示しております。

 決算短信〔日本基準〕

判明いたしましたので、当該事項を訂正するものであります。

  

「平成 29 年３月期

日に公表いたしました「平成

訂正すべき事項がありましたので、下記の通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につきましても送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付けて表示しております。

決算短信〔日本基準〕(

判明いたしましたので、当該事項を訂正するものであります。
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会 社 名

代表者名

問合せ先

 

 

年３月期 決算短信〔日本基準〕

 

 

日に公表いたしました「平成 29 年３月期

訂正すべき事項がありましたので、下記の通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につきましても送信いたします。

なお、訂正箇所には下線を付けて表示しております。 

記 

決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべき事項があること

判明いたしましたので、当該事項を訂正するものであります。

名  ワイエイシイ

代表者名      

（コード番号

問合せ先  取締役常務執行役員

 

 

決算短信〔日本基準〕

 

 

年３月期 決算短信〔日本基準〕

訂正すべき事項がありましたので、下記の通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につきましても送信いたします。 

 

」の記載内容の一部に訂正すべき事項があること

判明いたしましたので、当該事項を訂正するものであります。 

ワイエイシイホールディングス

 代表取締役社長

（コード番号

常務執行役員

管理本部長

（TEL

決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

決算短信〔日本基準〕

訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値データにも訂正があり

 

」の記載内容の一部に訂正すべき事項があること

平成 29

ホールディングス

代表取締役社長 百瀬

（コード番号 6298 東証第一部）

常務執行役員 

管理本部長 寺本

TEL．042－546

」の一部訂正について

決算短信〔日本基準〕(連結

訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値データにも訂正があり

」の記載内容の一部に訂正すべき事項があること

  

年６月 29 日

ホールディングス株式会社 

百瀬 武文 

東証第一部） 

寺本 和政  

546－1161） 

」の一部訂正について 

連結)」の一部に

訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値データにも訂正があり

」の記載内容の一部に訂正すべき事項があることが

   
 

日 

 

 

 

」の一部に

訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値データにも訂正があり

が
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２．訂正の内容 

 

＜サマリー情報＞ 
 

１．平成 29 年３月期の連結業績（平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日）  

(訂正前) 

（１）連結経営成績                            （％表示は対前期増減率） 

（注）包括利益  29 年３月期  756 百万円  （－％）    28 年３月期  △101 百万円  （－％）  

  

（２）連結財政状態  

  総資産  純資産  自己資本比率  １株当たり純資産  

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

29 年３月期  32,470 14,051 42.5 1,545.85 

28 年３月期  34,760 13,498 38.1 1,482.87 

（参考）自己資本 29 年３月期 13,802 百万円 28 年３月期 13,240 百万円 

  

（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  

  百万円 百万円 百万円 百万円 

29 年３月期  4,369 △1,007 △1,779 6,703 

28 年３月期  △4,715 △3,862 5,857 5,155 

  

（訂正後） 

（１）連結経営成績                            （％表示は対前期増減率） 

（注）包括利益  29 年３月期  752 百万円  （－％）    28 年３月期  △101 百万円  （－％）  

 

（２）連結財政状態  

  総資産  純資産  自己資本比率  １株当たり純資産  

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

29 年３月期  32,470 14,047 42.5 1,545.37 

28 年３月期  34,760 13,498 38.1 1,482.87 

（参考）自己資本 29 年３月期 13,798 百万円 28 年３月期 13,240 百万円 

 

   

（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  

  百万円 百万円 百万円 百万円 

29 年３月期  4,354 △1,307 △1,463 6,703 

28 年３月期  △4,715 △3,862 5,857 5,155 
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＜添付資料２ページ＞ 

1.経営成績等の概況 
 

(訂正前) 

 （２）当期の財政状態の概況 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度における流動資産は 243 億 76 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 24 億５百万円

減少しました。主な増加要因は現金及び預金 16 億 54 百万円、商品及び製品２億 62 百万円であり、主な

減少要因は仕掛品 24 億 52 百万円、受取手形及び売掛金 14 億 75 百万円であります。固定資産は 80 億 94

百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億 15 百万円増加しました。その結果、総資産は 324 億 70 百

万円となり、前連結会計年度末に比べ 22 億 90 百万円の減少となりました。 

流動負債は 109 億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ 34 億 61 百万円減少しました。主な増加

要因は前受金２億 70 百万円であり、主な減少要因は支払手形及び買掛金 15 億 11 百万円、短期借入金 14

億 58 百万円、未払法人税等３億 46 百万円、１年内償還予定の社債３億円であります。固定負債は 75 億

11 百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億 17 百万円増加しました。主な増加要因は長期借入金５億

13 百万円であります。その結果、負債は 184 億 18 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 28 億 43 百万

円の減少となりました。 

純資産は 140 億 51 百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億 53 百万円増加しました。その結果、

自己資本比率は 42.5％となり、１株当たり純資産は 1,545 円 85 銭となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ 15

億 48 百万円増加し、67 億３百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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、43 億 69 百万円の増加（前連結会計年度は 47 億 15 百万円の減少）となりまし

た。主な増加要因はたな卸資産の減少 26 億 83 百万円、売上債権の減少 24 億 98 百万円、税金等調整前

当期純利益 11 億 40 百万円、未収消費税等の減少５億 28 百万円、減価償却費５億 18 百万円であり、主

な減少要因は仕入債務の減少 24 億 26 百万円、法人税等の支払額８億 15 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、10 億７百万円の減少（前連結会計年度は 38 億 62 百万円の減少）となりまし

た。主な増加要因は貸付金の回収による収入 3億 79 百万円、定期預金の払戻による収入２億 69 百万円

であり、主な減少要因は貸付けによる支出６億 44 百万円、有形固定資産の取得による支出４億 45 百万

円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出３億 23 百万円、定期預金の預入による支出２

億 87 百万円であります。 

（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、17 億 79 百万円の減少（前連結会計年度は 58 億 57 百万円の増加）となりまし

た。主な増加要因は長期借入れによる収入 21 億円であり、主な減少要因は短期借入金の減少 17 億 43 百

万円、長期借入金の返済による支出 16 億 17 百万円、社債の償還による支出３億円、配当金の支払額１

億 78 百万円であります。 
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(訂正後) 

（２）当期の財政状態の概況 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度における流動資産は 243 億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ 24 億 73 百万円

減少しました。主な増加要因は現金及び預金 15 億 86 百万円、商品及び製品２億 62 百万円であり、主な

減少要因は仕掛品 24 億 52 百万円、受取手形及び売掛金 14 億 75 百万円であります。固定資産は 81 億 62

百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億 83 百万円増加しました。その結果、総資産は 324 億 70 百

万円となり、前連結会計年度末に比べ 22 億 90 百万円の減少となりました。 

流動負債は 109 億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ 34 億 61 百万円減少しました。主な増加

要因は前受金２億 70 百万円であり、主な減少要因は支払手形及び買掛金 15 億 53 百万円、短期借入金 14

億 58 百万円、未払法人税等３億 46 百万円、１年内償還予定の社債３億円であります。固定負債は 75 億

15 百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億 21 百万円増加しました。主な増加要因は長期借入金５億

13 百万円であります。その結果、負債は 184 億 22 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 28 億 39 百万

円の減少となりました。 

純資産は 140 億 47 百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億 49 百万円増加しました。その結果、

自己資本比率は 42.5％となり、１株当たり純資産は 1,545 円 37 銭となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ 15

億 48 百万円増加し、67 億３百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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、43 億 54 百万円の増加（前連結会計年度は 47 億 15 百万円の減少）となりまし

た。主な増加要因はたな卸資産の減少 26 億 83 百万円、売上債権の減少 24 億 98 百万円、税金等調整前

当期純利益 11 億 40 百万円、未収消費税等の減少５億 27 百万円、減価償却費５億 18 百万円であり、主

な減少要因は仕入債務の減少 24 億 68 百万円、法人税等の支払額８億 15 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、13 億７百万円の減少（前連結会計年度は 38 億 62 百万円の減少）となりまし

た。主な増加要因は貸付金の回収による収入 79 百万円、定期預金の払戻による収入２億 69 百万円であ

り、主な減少要因は貸付けによる支出６億 44 百万円、有形固定資産の取得による支出４億 45 百万円、

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出３億 23 百万円、定期預金の預入による支出２億 87

百万円であります。 

（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、14 億 63 百万円の減少（前連結会計年度は 58 億 57 百万円の増加）となりまし

た。主な増加要因は長期借入れによる収入 21 億円であり、主な減少要因は短期借入金の減少 14 億 27 百

万円、長期借入金の返済による支出 16 億 17 百万円、社債の償還による支出３億円、配当金の支払額１

億 78 百万円であります。 
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＜添付資料５ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

(訂正前) 

（１）連結貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,397,972 7,052,055 

受取手形及び売掛金 12,342,531 10,866,732 

有価証券 84,431 48,330 

商品及び製品 278,827 541,522 

仕掛品 6,621,669 4,168,856 

原材料及び貯蔵品 921,680 963,999 

繰延税金資産 314,518 324,840 

その他 935,652 505,288 

貸倒引当金 △115,906 △95,527 

流動資産合計 26,781,377 24,376,097 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,298,197 3,618,681 

減価償却累計額 △2,501,499 △2,742,811 

建物及び構築物（純額） 796,697 875,869 

機械装置及び運搬具 2,054,866 1,867,903 

減価償却累計額 △1,560,015 △1,439,912 

機械装置及び運搬具（純額） 494,850 427,990 

工具、器具及び備品 3,144,482 2,950,820 

減価償却累計額 △2,671,446 △2,482,475 

工具、器具及び備品（純額） 473,035 468,345 

土地 3,034,422 3,080,922 

リース資産 131,643 145,805 

減価償却累計額 △82,081 △72,932 

リース資産（純額） 49,562 72,873 

建設仮勘定 494,452 520,314 

有形固定資産合計 5,343,021 5,446,315 

無形固定資産   

のれん 831,166 692,593 

ソフトウエア 62,397 88,344 

リース資産 19,590 11,681 

電話加入権 19,603 20,716 

特許実施権 108,000 72,000 

その他 9,147 4,921 

無形固定資産合計 1,049,905 890,256 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,111,116 1,297,472 

長期貸付金 153,446 3,884 

繰延税金資産 221,900 203,992 

長期滞留債権等 78,873 171,276 

その他 283,164 279,826 

貸倒引当金 △262,205 △198,593 

投資その他の資産合計 1,586,295 1,757,859 

固定資産合計 7,979,223 8,094,431 

資産合計 34,760,600 32,470,528 
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   (単位：千円) 

  
前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成 28 年３月 31 日) (平成 29 年３月 31 日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,069,728 5,558,427 

短期借入金 5,246,947 3,788,223 

1 年内償還予定の社債 300,000 － 

リース債務 24,092 30,510 

未払法人税等 425,343 79,324 

賞与引当金 261,696 375,133 

製品保証引当金 215,322 132,013 

未払費用 400,597 320,588 

前受金 118,813 388,840 

その他 306,113 234,355 

流動負債合計 14,368,655 10,907,416 

固定負債   

社債 700,000 700,000 

長期借入金 4,856,093 5,369,270 

長期未払金 61,853 12,983 

リース債務 47,761 57,719 

繰延税金負債 71,431 120,423 

役員退職慰労引当金 63,853 83,319 

退職給付に係る負債 1,015,493 1,067,552 

資産除去債務 48,718 71,412 

その他 28,442 28,448 

固定負債合計 6,893,648 7,511,129 

負債合計 21,262,303 18,418,546 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,756,680 2,756,680 

資本剰余金 3,582,276 3,586,282 

利益剰余金 7,685,048 8,296,798 

自己株式 △638,014 △638,014 

株主資本合計 13,385,991 14,001,747 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,356 68,106 

為替換算調整勘定 △163,669 △258,386 

退職給付に係る調整累計額 △9,408 △8,867 

その他の包括利益累計額合計 △145,720 △199,147 

新株予約権 31,042 46,982 

非支配株主持分 226,983 202,399 

純資産合計 13,498,296 14,051,981 

負債純資産合計 34,760,600 32,470,528 
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(訂正後) 

（１）連結貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,397,972 6,984,055 

受取手形及び売掛金 12,342,531 10,866,732 

有価証券 84,431 48,330 

商品及び製品 278,827 541,522 

仕掛品 6,621,669 4,168,856 

原材料及び貯蔵品 921,680 963,999 

繰延税金資産 314,518 324,840 

その他 935,652 505,288 

貸倒引当金 △115,906 △95,527 

流動資産合計 26,781,377 24,308,097 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,298,197 3,618,681 

減価償却累計額 △2,501,499 △2,742,811 

建物及び構築物（純額） 796,697 875,869 

機械装置及び運搬具 2,054,866 1,867,903 

減価償却累計額 △1,560,015 △1,439,912 

機械装置及び運搬具（純額） 494,850 427,990 

工具、器具及び備品 3,144,482 2,950,820 

減価償却累計額 △2,671,446 △2,482,475 

工具、器具及び備品（純額） 473,035 468,345 

土地 3,034,422 3,080,922 

リース資産 131,643 145,805 

減価償却累計額 △82,081 △72,932 

リース資産（純額） 49,562 72,873 

建設仮勘定 494,452 520,314 

有形固定資産合計 5,343,021 5,446,315 

無形固定資産   

のれん 831,166 692,593 

ソフトウエア 62,397 88,344 

リース資産 19,590 11,681 

電話加入権 19,603 20,716 

特許実施権 108,000 72,000 

その他 9,147 4,921 

無形固定資産合計 1,049,905 890,256 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,111,116 1,257,941 

長期貸付金 153,446 3,884 

繰延税金資産 221,900 203,992 

長期滞留債権等 78,873 171,276 

その他 283,164 387,357 

貸倒引当金 △262,205 △198,593 

投資その他の資産合計 1,586,295 1,825,859 

固定資産合計 7,979,223 8,162,431 

資産合計 34,760,600 32,470,528 
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   (単位：千円) 

  
前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成 28 年３月 31 日) (平成 29 年３月 31 日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,069,728 5,516,225 

短期借入金 5,246,947 3,788,223 

1 年内償還予定の社債 300,000 － 

リース債務 24,092 30,510 

未払法人税等 425,343 79,324 

賞与引当金 261,696 375,133 

製品保証引当金 215,322 132,013 

未払費用 400,597 362,790 

前受金 118,813 388,840 

その他 306,113 234,355 

流動負債合計 14,368,655 10,907,416 

固定負債   

社債 700,000 700,000 

長期借入金 4,856,093 5,369,270 

長期未払金 61,853 12,983 

リース債務 47,761 57,719 

繰延税金負債 71,431 118,538 

役員退職慰労引当金 63,853 83,319 

退職給付に係る負債 1,015,493 1,073,708 

資産除去債務 48,718 71,412 

その他 28,442 28,448 

固定負債合計 6,893,648 7,515,400 

負債合計 21,262,303 18,422,817 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,756,680 2,756,680 

資本剰余金 3,582,276 3,586,282 

利益剰余金 7,685,048 8,296,798 

自己株式 △638,014 △638,014 

株主資本合計 13,385,991 14,001,747 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,356 68,106 

為替換算調整勘定 △163,669 △258,386 

退職給付に係る調整累計額 △9,408 △13,138 

その他の包括利益累計額合計 △145,720 △203,417 

新株予約権 31,042 46,982 

非支配株主持分 226,983 202,399 

純資産合計 13,498,296 14,047,711 

負債純資産合計 34,760,600 32,470,528 
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（訂正前） 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結包括利益計算書） 

  （単位：千円）

 

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) 

当期純利益 80,652 809,663 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,402 41,433 

為替換算調整勘定 △133,104 △94,717 

退職給付に係る調整額 △16,283 540 

その他の包括利益合計 △181,791 △52,742 

包括利益 △101,139 756,921 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △153,058 736,898 

非支配株主に係る包括利益 51,919 20,022 
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(訂正後) 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結包括利益計算書） 

  （単位：千円）

 

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) 

当期純利益 80,652 809,663 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,402 41,433 

為替換算調整勘定 △133,104 △94,717 

退職給付に係る調整額 △16,283 △3,729 

その他の包括利益合計 △181,791 △57,013 

包括利益 △101,139 752,650 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △153,058 732,628 

非支配株主に係る包括利益 51,919 20,022 
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(訂正前) 

（３）連結株主資本等変動計算書 
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） 

(単位：千円) 

 
株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高  2,756,680  3,582,276  7,685,048  △638,014  13,385,991  

当期変動額                 

剰余金の配当        △178,575     △178,575  

親会社株主に帰属する 

当期純利益  
      790,325     790,325  

連結子会社株式の取得 

による持分の増減  
   4,005        4,005  

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額）  
               

当期変動額合計     4,005  611,749     615,755  

当期末残高  2,756,680  3,586,282  8,296,798  △638,014  14,001,747  

  

 
その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配株主 

持分 
純資産合計 

 

その他有価 

証券評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

退職給付に係る 

調整累計額 

その他の包括 

利益累計額 

合計 

当期首残高  27,356 △163,669 △9,408 △145,720 31,042 226,983 13,498,296  

当期変動額                

剰余金の配当             △178,575  

親会社株主に帰属する 

当期純利益  
           790,325  

連結子会社株式の取得 

による持分の増減  
           4,005  

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額）  
40,749 △94,717 540 △53,426 15,940 △24,584 △62,070  

当期変動額合計  40,749 △94,717 540 △53,426 15,940 △24,584 553,685  

当期末残高  68,106 △258,386 △8,867 △199,147 46,982 202,399 14,051,981  
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(訂正後) 

（３）連結株主資本等変動計算書 
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） 

(単位：千円) 

 
株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高  2,756,680  3,582,276  7,685,048  △638,014  13,385,991  

当期変動額                 

剰余金の配当        △178,575     △178,575  

親会社株主に帰属する 

当期純利益  
      790,325     790,325  

連結子会社株式の取得 

による持分の増減  
   4,005        4,005  

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額）  
               

当期変動額合計     4,005  611,749     615,755  

当期末残高  2,756,680  3,586,282  8,296,798  △638,014  14,001,747  

  

 
その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配株主 

持分 
純資産合計 

 

その他有価 

証券評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

退職給付に係る 

調整累計額 

その他の包括 

利益累計額 

合計 

当期首残高  27,356 △163,669 △9,408 △145,720 31,042 226,983 13,498,296  

当期変動額                

剰余金の配当             △178,575  

親会社株主に帰属する 

当期純利益  
           790,325  

連結子会社株式の取得 

による持分の増減  
           4,005  

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額）  
40,749 △94,717 △3,729 △57,697 15,940 △24,584 △66,340  

当期変動額合計  40,749 △94,717 △3,729 △57,697 15,940 △24,584 549,414  

当期末残高  68,106 △258,386 △13,138 △203,417 46,982 202,399 14,047,711  
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(訂正前) 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円)

 

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 543,249 1,140,872 

減価償却費 450,585 518,944 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 241,490 △83,990 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,630 52,059 

受取利息及び受取配当金 △23,104 △26,303 

支払利息 46,479 55,582 

為替差損益（△は益） 98,867 △8,128 

負ののれん発生益 － △20,829 

持分法による投資損益（△は益） △72,361 － 

固定資産除売却損益（△は益） 6,034 10,001 

売上債権の増減額（△は増加） △4,429,223 2,498,564 

前受金の増減額（△は減少） 75,385 167,878 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,999,940 2,683,771 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,979,315 △2,426,622 

未収消費税等の増減額（△は増加） △456,775 528,553 

その他 251,815 83,007 

小計 △4,268,552 5,173,360 

利息及び配当金の受取額 19,070 22,126 

利息の支払額 △45,307 △49,861 

法人税等の支払額 △438,930 △815,960 

法人税等の還付額 18,222 40,226 

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,715,497 4,369,891 

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 △292,308 △287,096 

定期預金の払戻による収入 305,991 269,167 

有形固定資産の取得による支出 △127,732 △445,146 

有形固定資産の売却による収入 1,508 54,481 

無形固定資産の取得による支出 △20,069 △9,755 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－ △323,208 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
593,355 － 

投資有価証券の取得による支出 △952,914 △2,656 

投資有価証券の償還による収入 － 17,515 

投資事業組合からの分配金による収入 27,780 17,987 

保険積立金の積立による支出 － △1,607 

貸付けによる支出 △3,400,600 △644,443 

貸付金の回収による収入 2,505 379,046 

ソフトウェアの取得による支出 － △32,008 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,862,483 △1,007,724 
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  (単位：千円)

 

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) 

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） 3,220,235 △1,743,437 

長期借入れによる収入 4,050,000 2,100,000 

長期借入金の返済による支出 △1,206,910 △1,617,750 

社債の発行による収入 700,000 － 

社債の償還による支出 △700,000 △300,000 

配当金の支払額 △178,480 △178,575 

非支配株主への配当金の支払額 △2,255 △13,530 

その他 △24,682 △25,805 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,857,907 △1,779,099 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90,340 △35,019 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,810,415 1,548,048 

現金及び現金同等物の期首残高 7,966,124 5,155,709 

現金及び現金同等物の期末残高 5,155,709 6,703,757 
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(訂正後) 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円)

 

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 543,249 1,140,872 

減価償却費 450,585 518,944 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 241,490 △94,590 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,630 38,243 

受取利息及び受取配当金 △23,104 △26,303 

支払利息 46,479 60,390 

為替差損益（△は益） 98,867 △8,128 

負ののれん発生益 － △20,829 

持分法による投資損益（△は益） △72,361 － 

固定資産除売却損益（△は益） 6,034 10,001 

売上債権の増減額（△は増加） △4,429,223 2,498,564 

前受金の増減額（△は減少） 75,385 167,878 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,999,940 2,683,771 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,979,315 △2,468,824 

未収消費税等の増減額（△は増加） △456,775 527,807 

その他 251,815 129,720 

小計 △4,268,552 5,157,517 

利息及び配当金の受取額 19,070 26,429 

利息の支払額 △45,307 △54,164 

法人税等の支払額 △438,930 △815,960 

法人税等の還付額 18,222 40,226 

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,715,497 4,354,048 

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 △292,308 △287,096 

定期預金の払戻による収入 305,991 269,167 

有形固定資産の取得による支出 △127,732 △445,146 

有形固定資産の売却による収入 1,508 54,481 

無形固定資産の取得による支出 △20,069 △41,763 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－ △323,208 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
593,355 － 

投資有価証券の取得による支出 △952,914 △2,656 

投資有価証券の売却による収入 － 7,500 

投資有価証券の償還による収入 － 10,015 

投資事業組合からの分配金による収入 27,780 17,987 

保険積立金の積立による支出 － △1,607 

貸付けによる支出 △3,400,600 △644,443 

貸付金の回収による収入 2,505 79,046 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,862,483 △1,307,724 
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  (単位：千円)

 

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) 

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） 3,220,235 △1,427,594 

長期借入れによる収入 4,050,000 2,100,000 

長期借入金の返済による支出 △1,206,910 △1,617,750 

社債の発行による収入 700,000 － 

社債の償還による支出 △700,000 △300,000 

配当金の支払額 △178,480 △178,575 

非支配株主への配当金の支払額 △2,255 △13,530 

その他 △24,682 △25,805 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,857,907 △1,463,256 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90,340 △35,019 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,810,415 1,548,048 

現金及び現金同等物の期首残高 7,966,124 5,155,709 

現金及び現金同等物の期末残高 5,155,709 6,703,757 
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＜添付資料 14 ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

 (セグメント情報等) 

  【セグメント情報】 

(訂正前) 

３．報告セグメントごとの売上高、利益、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

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） 

(単位:千円)  

  報告セグメント 

合 計 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸表 

計上額 

（注）２ 
  

ディスプレイ 

関連事業 

メカトロニクス 

関連事業 

クリーニング 

関連その他事業 

売上高              

外部顧客への売上高 13,207,473 14,555,234 1,689,500 29,452,208 － 29,452,208  

セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高  

－ － － － － －  

計  13,207,473 14,555,234 1,689,500 29,452,208 － 29,452,208  

セグメント利益  394,198 998,447 291,000 1,683,647 △647,388 1,036,259  

セグメント資産  9,115,192 15,648,537 1,583,140 26,346,869 6,123,659 32,470,528  

その他の項目              

減価償却費  213,510 277,436 19,547 510,494 8,450 518,944 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額

（注）３  

94,419 467,469 6,180 588,070 11,642 579,712 

 

（１株当たり情報） 

  

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） 

１株当たり純資産額 1,482.87 円 1,545.85 円 

１株当たり当期純利益金額 3.14 円 88.51 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 3.12 円 87.88 円 
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(訂正後) 

３．報告セグメントごとの売上高、利益、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

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） 

(単位:千円)  

  報告セグメント 

合 計 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸表 

計上額 

（注）２ 
  

ディスプレイ 

関連事業 

メカトロニクス 

関連事業 

クリーニング 

関連その他事業 

売上高              

外部顧客への売上高 13,207,473 14,555,234 1,689,500 29,452,208 － 29,452,208  

セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高  

－ － － － － －  

計  13,207,473 14,555,234 1,689,500 29,452,208 － 29,452,208  

セグメント利益  394,198 998,447 291,000 1,683,647 △647,388 1,036,259  

セグメント資産  9,115,192 15,648,537 1,583,140 26,346,869 6,123,659 32,470,528  

その他の項目              

減価償却費  213,510 282,700 14,282 510,493 8,450 518,944 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額

（注）３  

230,245 477,572 6,180 713,998 11,642 725,640 

 

（１株当たり情報） 

  

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） 

１株当たり純資産額 1,482.87 円 1,545.37 円 

１株当たり当期純利益金額 3.14 円 88.51 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 3.12 円 87.88 円 

 

以 上 


