
 

                                    平成 28 年６月３日 

各 位 

 上場会社名 常 磐 興 産 株 式 会 社 

 代 表 者 代表取締役社長 井上 直美 

 コード番号 ９６７５（東証第１部） 

 問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 秋田 龍生 

 電 話 番 号 ０３－３６６３－３４１１   

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 28 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成 28 年５月 12 日に発表いたしました「平成 28 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。 

 

記 

１．訂正の理由  

   「平成 28 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」提出後に、連結キャッシュ・フロー計算書

における減価償却費等の記載内容に一部誤りがあることが判明いたしましたので、訂正を行うも

のであります。 

   なお、当該訂正に伴う損益への影響はありません。 

   

２．訂正個所 

  訂正箇所には下線を付して表示しております。 

   

「平成 28 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

【サマリー情報】 

１． 平成 28 年３月期の連結業績（平成 27 年４月１日～平成 28 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  
 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

2,606 

3,833 

百万円

△871

△540

百万円 

△1,792 

△3,907 

百万円

7,021

7,078

 
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  
 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

2,593 

3,833 

百万円

△858

△540

百万円 

△1,792 

△3,907 

百万円

7,021

7,078
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【添付資料】 

   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 

３ページ 

訂正前 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、26億６百万円（前年同期は38億

33百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が14億２百万円、

減価償却費が14億31百万円、売上債権の減少額34億４百万円であった一方で、仕入債務の減

少額29億23百万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） 

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、25億93百万円（前年同期は38億

33百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が14億２百万円、

減価償却費が14億25百万円、売上債権の減少額34億４百万円であった一方で、仕入債務の減

少額29億23百万円によるものであります。 

４ページ 

訂正前 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は８億71百万円（前年同期は５億40

百万円の使用）となりました。これは主に、固定資産の取得10億14百万円の支出によるもの

であります。 

訂正後 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は８億58百万円（前年同期は５億40

百万円の使用）となりました。これは主に、固定資産の取得10億14百万円の支出によるもの

であります。 
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１５～１６ページ 

訂正前 

５．連結財務諸表 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28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 1,360 1,402

減価償却費 1,378 1,431

減損損失 5 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 24

環境対策引当金の増減額（△は減少） △27 △21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2 0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 36 46

受取利息及び受取配当金 △100 △125

支払利息 588 543

社債発行費償却 8 －

持分法による投資損益（△は益） △38 △20

不動産賃貸料 △147 △151

不動産賃貸費用 87 75

事業整理損失引当金戻入額 △22 －

固定資産除売却損益（△は益） 58 98

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 0

投資不動産除売却損益（△は益） 0 △14

売上債権の増減額（△は増加） △284 3,404

たな卸資産の増減額（△は増加） △51 △12

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23 △356

仕入債務の増減額（△は減少） 799 △2,923

未払消費税等の増減額（△は減少） △220 △242

その他の流動負債の増減額（△は減少） 955 △65

預り保証金の増減額（△は減少） △9 △13

その他の固定負債の増減額（△は減少） △53 △26

その他 93 18

小計 4,395 3,104

利息及び配当金の受取額 108 133

利息の支払額 △558 △517

法人税等の支払額 △112 △113

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,833 2,606
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訂正前 

 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

固定資産の取得による支出 △649 △1,014

固定資産の売却による収入 3 3

事業整理に伴う支出 △45 △92

投資有価証券の取得による支出 △122 △2

投資有価証券の売却による収入 － 94

貸付金の回収による収入 11 －

投資不動産の賃貸による支出 △83 △85

投資不動産の賃貸による収入 147 151

投資不動産の売却による収入 198 73

投資活動によるキャッシュ・フロー △540 △871

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） △6,526 △5,898

長期借入れによる収入 10,232 7,479

長期借入金の返済による支出 △6,750 △2,833

社債の償還による支出 △343 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △343 △362

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △175 △175

非支配株主への配当金の支払額 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,907 △1,792

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △613 △56

現金及び現金同等物の期首残高 7,691 7,078

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,078 ※１ 7,021
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訂正後 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28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 1,360 1,402

減価償却費 1,378 1,425

減損損失 5 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 24

環境対策引当金の増減額（△は減少） △27 △21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2 0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 36 46

受取利息及び受取配当金 △100 △125

支払利息 588 543

社債発行費償却 8 －

持分法による投資損益（△は益） △38 △20

不動産賃貸料 △147 △151

不動産賃貸費用 87 75

事業整理損失引当金戻入額 △22 －

固定資産除売却損益（△は益） 58 98

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 0

投資不動産除売却損益（△は益） 0 △14

売上債権の増減額（△は増加） △284 3,404

たな卸資産の増減額（△は増加） △51 △12

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23 △356

仕入債務の増減額（△は減少） 799 △2,923

未払消費税等の増減額（△は減少） △220 △242

その他の流動負債の増減額（△は減少） 955 △65

預り保証金の増減額（△は減少） △9 △13

その他の固定負債の増減額（△は減少） △53 △26

その他 93 12

小計 4,395 3,091

利息及び配当金の受取額 108 133

利息の支払額 △558 △517

法人税等の支払額 △112 △113

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,833 2,593
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訂正後 

 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

固定資産の取得による支出 △649 △1,014

固定資産の売却による収入 3 3

事業整理に伴う支出 △45 △92

投資有価証券の取得による支出 △122 △2

投資有価証券の売却による収入 － 94

貸付金の回収による収入 11 －

投資不動産の賃貸による支出 △83 △72

投資不動産の賃貸による収入 147 151

投資不動産の売却による収入 198 73

投資活動によるキャッシュ・フロー △540 △858

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） △6,526 △5,898

長期借入れによる収入 10,232 7,479

長期借入金の返済による支出 △6,750 △2,833

社債の償還による支出 △343 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △343 △362

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △175 △175

非支配株主への配当金の支払額 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,907 △1,792

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △613 △56

現金及び現金同等物の期首残高 7,691 7,078

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,078 ※１ 7,021

 

以上 
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