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    平成 26 年 11 月 13 日 

各 位 
上 場 会 社 名   

代表者役職氏名 取締役社長  宗 政 伸 一 

（コード番号 ４６５１ 東証一部・福証） 

問 い 合 せ 先 取締役常務執行役員 経営企画部長 

 井 上 公 三 

 T E L  0 9 2 - 4 3 6 - 8 8 8 2 

 

（訂正・数値データ訂正） 

平成27年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について 

 

平成26年11月12日に公表しました「平成27年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

について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、訂正箇所につきまして

は下線を付して表示しております。 

記 

 
１．訂正の理由 

当四半期決算に関する定性的情報の「財政状態に関する説明」及び「連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」、四半期連結財務諸表の「四半期連結キャッシュ・フロー計算書」について、

記載に一部誤りがありましたので訂正を行うものです。 

 
２．訂正の内容 

添付資料３ページ 
１．当四半期決算に関する定性的情報 
（２）財政状態に関する説明 ②キャッシュ・フローの状況 
＜訂正前＞ 
（省略） 
（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、453 百万円の支出（前年同期比 245 百万円の減少）とな

りました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出 718 百万円（前年同期比 23 百万円の増

加）、有形固定資産の売却による収入 363 百万円（前年同期比 348 百万円の増加）によるものであ

ります。 

 
＜訂正後＞ 
（省略） 
（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、453 百万円の支出（前年同期比 245 百万円の減少）とな

りました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出 415 百万円（前年同期比 279 百万円の減

少）によるものであります。 
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平成27年３月期通期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日） 

＜訂正前＞ 

（単位：百万円） 

 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

一株当たり 

当期純利益 

前回発表予想 

（Ａ） 
161,500 14,000 13,800 8,830 184.73円

今回修正予想 

（Ｂ） 
118,000 3,640 3,200 1,300 27.23円

増減額 

（Ｂ－Ａ） 
△43,500   △10,360 △10,600 △7,530      ―

増減率 

（％） 
△26.9 △74.0 △76.8 △85.3       ―

（ご参考） 
前期実績 

平成26年３月期 
84,221 4,508 4,309 2,964 22.05円

 

＜訂正後＞ 

（単位：百万円） 

 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

一株当たり 

当期純利益 

前回発表予想 

（Ａ） 
161,500 14,000 13,800 8,830 184.73円

今回修正予想 

（Ｂ） 
118,000 3,640 3,200 1,300 27.23円

増減額 

（Ｂ－Ａ） 
△43,500   △10,360 △10,600 △7,530      ―

増減率 

（％） 
△26.9 △74.0 △76.8 △85.3       ―

（ご参考） 
前期実績 

平成26年３月期 
84,221 4,508 4,309 2,964 62.13円
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３．四半期連結財務諸表 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 

 （単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

(省略) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 － 20

定期預金の預入による支出 △20 △20

有形固定資産の取得による支出 △694 △718

有形固定資産の売却による収入 15 363

投資有価証券の取得による支出 △1 －

その他 2 △97

投資活動によるキャッシュ・フロー △699 △453

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） 2,208 4,633

長期借入れによる収入 455 286

長期借入金の返済による支出 △441 △545

社債の償還による支出 △10 △10

自己株式の売却による収入 135 30

自己株式の取得による支出 △131 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △100 △106

その他 △30 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,085 4,272

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49 107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △916 △6,255

現金及び現金同等物の期首残高 3,547 9,204

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,631 2,949

＜訂正後＞ 
 （単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

(省略) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 － 20

定期預金の預入による支出 △20 △20

有形固定資産の取得による支出 △694 △415

有形固定資産の売却による収入 15 －

投資有価証券の取得による支出 △1 －

その他 2 △37

投資活動によるキャッシュ・フロー △699 △453

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） 2,208 4,633

長期借入れによる収入 455 225

長期借入金の返済による支出 △441 △483

社債の償還による支出 △10 △10

自己株式の売却による収入 135 30

自己株式の取得による支出 △131 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △100 △106

その他 △30 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,085 4,272

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49 107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △916 △6,255

現金及び現金同等物の期首残高 3,547 9,204

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,631 2,949

以 上 
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