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平成 27 年６月９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 決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について 

 

平成27年５月13日に公表しました「平成27年３月期 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 

当社 100％出資子会社である善日(上海)能源有限公司において、平成 25 年６月から銀行引受合意

による支払手形を仕入先に振出しており、振出額に見合う額を定期預金に預け入れしております。

今般、当該定期預金に質権の設定があることがわかりました。 

従いまして、当決算に関する定性的情報の「（２）財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フロー

の状況」及び、連結財務諸表の「（４）連結キャッシュ・フロー計算書」、「（５）連結財務諸表に関す

る注記事項（連結貸借対照表関係）」、「（５）連結財務諸表に関する注記事項（連結キャッシュ・フロ

ー計算書関係）」の記載について一部訂正を行うものです。 

 

２．訂正の内容 

（サマリー情報） 

１．平成 27 年３月期の連結業績（平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

 
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

27 年 3月期 △1,794 △1,325 647 6,992

26 年 3 月期 4,933 △1,728 2,433 9,204

 

（訂正後） 

（百万円未満切捨て） 

 
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

27 年 3月期 △1,794   △1,181 647 5,329

26 年 3 月期 4,933  △3,271 2,433 7,645
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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） 

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

に比べて 2,212 百万円減少し、当連結会計年度末には 6,992 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。

＜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、1,325 百万円の支出（前年 1,728 百万円の支出）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 1,254 百万円であります。 

 

（訂正後） 

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

比べて 2,315 百万円減少し、当連結会計年度末には 5,329 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。

＜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、1,181 百万円の支出（前年 3,271 百万円の支出）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 1,254 百万円であります。 
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５．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：百万円）

 

前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

＜省略＞ 

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 △21 △1

有形固定資産の取得による支出 △1,686 △1,254

有形固定資産の売却による収入 18 0

無形固定資産の取得による支出 － △32

投資有価証券の取得による支出 △1 －

敷金及び保証金の差入による支出 △83 △111

敷金及び保証金の回収による収入 43 60

その他 1 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,728 △1,325

＜省略＞ 

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,656 △2,212

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期末残高 9,204 6,992

(訂正後) 

 （単位：百万円）

 

前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

＜(省略＞ 

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 △2,477 △3,058

定期預金の戻入による収入 913 3,200

有形固定資産の取得による支出 △1,686 △1,254

有形固定資産の売却による収入 18 0

無形固定資産の取得による支出 － △32

投資有価証券の取得による支出 △1 －

敷金及び保証金の差入による支出 △83 △111

敷金及び保証金の回収による収入 43 60

その他 1 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,271 △1,181

＜省略＞ 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,097 △2,315

現金及び現金同等物の期首残高 3,547 7,645

現金及び現金同等物の期末残高 7,645 5,329
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５．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（連結貸借対照表関係） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

（訂正前） 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 27 年３月 31 日） 

定期預金 10 百万円 10 百万円

建物及び構築物 1,544 1,541 

機械装置及び運搬具 40 35 

土地 9,176 9,396 

投資有価証券 319 426 

計 11,090 11,410 

 担保付債務は、次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 27 年３月 31 日） 

短期借入金 2,100 百万円 2,770 百万円

１年内返済予定の長期借入金 874 658 

未払金 41 － 

長期借入金 2,744 2,283 

計 5,760 5,711 

（訂正後） 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 27 年３月 31 日） 

定期預金 10 百万円 10 百万円

建物及び構築物 1,544 1,541 

機械装置及び運搬具 40 35 

土地 9,176 9,396 

投資有価証券 319 426 

計 11,090 11,410 

 担保付債務は、次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 27 年３月 31 日） 

短期借入金 2,100 百万円 2,770 百万円

１年内返済予定の長期借入金 874 658 

未払金 41 28 

長期借入金 2,744 2,283 

計 5,760 5,739 

（注１）上記のほか、前連結会計年度及び当連結会計年度において、銀行借入債務の担保として、連結上消去

されている子会社所有の関係会社株式（1,916百万円）を担保に供しております。 

（注２）上記のほか、連結子会社である善日（上海）能源科技有限公司において原材料の仕入取引に関連して

生じる支払手形に関し、取引銀行より銀行手形引受契約に基づき債務保証を受けており、同契約に基づ

き、善日（上海）能源科技有限公司の保有する定期預金（取得日より６ヵ月以内に満期日到来）に対

し、取引銀行を質権者とする質権を設定しております。質権設定された定期預金残高は前連結会計年度

において1,559百万円、当連結会計年度において1,662百万円であります。 
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５．連結財務諸表 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（訂正前） 
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

現金及び預金勘定 9,237 百万円 7,026 百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △32 △33 

現金及び現金同等物 9,204 6,992 

 

（訂正後） 
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

現金及び預金勘定 9,237 百万円 7,026 百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,591 △1,696 

現金及び現金同等物 7,645 5,329 

 

 


