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平成 29年６月 23日 

各 位 

会 社 名 天 昇 電 気 工 業 株 式 会 社   

代表者名 取 締 役 社 長 石 川 忠 彦 

  （コード番号  ６７７６  東証２部） 

問い合わせ 執行役員経理統括 沼口 和成 

T E L    ０４２－７８８－１８８０ 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成29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 29年５月 15日 16時00分に発表いたしました「平成 29年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」について 

一部訂正を要する箇所がありましたので、以下の通り訂正いたします。 

 訂正箇所には下線 を付しております。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し

ます。 

 

記 

 

訂正箇所 

 

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） 

(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 

29年3月期 2,064 △394 △1,723 2,740 

28年3月期 1,899 △886 △1,217 2,733 

 

（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 

29年3月期 2,064 △731 △1,723 2,404 

28年3月期 1,899 △886 △1,217 2,733 

 



2 

４ページ 

（訂正前） 

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 

④キャッシュ・フローの状況 

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と比べ７百万円増 
加し、27億 40百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において営業活動の結果、増加した資金は20億 64百万円となりました。 
これは主に、税金等調整前当期純利益 11億２百万円、減価償却費 11億２百万円等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） 
当連結会計年度において投資活動の結果、減少した資金は３億 94百万円となりました。 
これは主に、有形固定資産の取得による支出 10億 30百万円、投資有価証券の売却による収入８億 29百万円等に 
よるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は17億 23百万円となりました。 
これは主に、長期借入金の借入による収入 15億 50百万円、長期借入金の返済による支出 29億 27百万円、短期借 
入金の減少額３億円等によるものであります。 
 

（省 略） 
 

（訂正後） 

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 

④キャッシュ・フローの状況 

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と比べ３億 29百万円
減少し、24億４百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において営業活動の結果、増加した資金は20億 64百万円となりました。 
これは主に、税金等調整前当期純利益 11億２百万円、減価償却費 11億２百万円等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） 
当連結会計年度において投資活動の結果、減少した資金は７億 31百万円となりました。 
これは主に、有形固定資産の取得による支出 10億 30百万円、投資有価証券の売却による収入８億 29百万円等に 
よるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は17億 23百万円となりました。 
これは主に、長期借入金の借入による収入 15億 50百万円、長期借入金の返済による支出 29億 27百万円、短期借 
入金の減少額３億円等によるものであります。 

 
（省 略） 
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14ページ 

（訂正前） 

４．連結財務諸表及び主な注記 

(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 536 1,102 

 減価償却費 1,167 1,102 

 減損損失 55 2 

 新株予約権戻入益 - △4 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 62 12 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 - 

 受取利息及び受取配当金 △27 △13 

 支払利息 124 114 

 為替差損益（△は益） 39 △72 

 持分法による投資損益（△は益） 7 △1 

 有形固定資産売却損益（△は益） △34 △4 

 有形固定資産除却損 3 6 

 固定資産圧縮損 57 71 

 投資有価証券売却損益（△は益） 4 175 

 投資有価証券評価損益（△は益） 27 - 

 国庫補助金 △59 △77 

 売上債権の増減額（△は増加） △376 13 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 14 △40 

 仕入債務の増減額（△は減少） 466 12 

 未収入金の増減額（△は増加） △58 △30 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △39 33 

 前払費用の増減額（△は増加） △19 - 

 その他 14 △104 

 小計 1,966 2,298 

 利息及び配当金の受取額 27 13 

 利息の支払額 △123 △113 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 29 △134 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,899 2,064 
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（単位：百万円） 

  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) 

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 110 110 

 定期預金の預入による支出 △110 △110 

 有形固定資産の取得による支出 △969 △1,030 

 有形固定資産の売却による収入 43 49 

 無形固定資産の取得による支出 △8 △97 

 投資有価証券の取得による支出 △0 △1 

 投資有価証券の売却による収入 169 829 

 投資有価証券の償還による収入 - 10 

 貸付けによる支出 △119 △163 

 貸付金の回収による収入 1 11 

 その他 △3 △1 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △886 △394 

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） △550 △300 

 長期借入れによる収入 1,500 1,550 

 長期借入金の返済による支出 △1,974 △2,927 

 リース債務の返済による支出 △192 △46 

 自己株式の取得による支出 △0 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,217 △1,723 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 60 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △241 7 

現金及び現金同等物の期首残高 2,974 2,733 

現金及び現金同等物の期末残高 2,733 2,740 
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（訂正後） 

４．連結財務諸表及び主な注記 

(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 536 1,102 

 減価償却費 1,167 1,102 

 減損損失 55 2 

 新株予約権戻入益 - △4 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 62 12 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 - 

 受取利息及び受取配当金 △27 △13 

 支払利息 124 114 

 為替差損益（△は益） 39 △72 

 持分法による投資損益（△は益） 7 △1 

 有形固定資産売却損益（△は益） △34 △4 

 有形固定資産除却損 3 6 

 固定資産圧縮損 57 71 

 投資有価証券売却損益（△は益） 4 175 

 投資有価証券評価損益（△は益） 27 - 

 国庫補助金 △59 △77 

 売上債権の増減額（△は増加） △376 13 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 14 △40 

 仕入債務の増減額（△は減少） 466 12 

 未収入金の増減額（△は増加） △58 △30 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △39 33 

 前払費用の増減額（△は増加） △19 - 

 その他 14 △104 

 小計 1,966 2,298 

 利息及び配当金の受取額 27 13 

 利息の支払額 △123 △113 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 29 △134 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,899 2,064 
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（単位：百万円） 

  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) 

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 110 110 

 定期預金の預入による支出 △110 △446 

 有形固定資産の取得による支出 △969 △1,030 

 有形固定資産の売却による収入 43 49 

 無形固定資産の取得による支出 △8 △97 

 投資有価証券の取得による支出 △0 △1 

 投資有価証券の売却による収入 169 829 

 投資有価証券の償還による収入 - 10 

 貸付けによる支出 △119 △163 

 貸付金の回収による収入 1 11 

 その他 △3 △1 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △886 △731 

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） △550 △300 

 長期借入れによる収入 1,500 1,550 

 長期借入金の返済による支出 △1,974 △2,927 

 リース債務の返済による支出 △192 △46 

 自己株式の取得による支出 △0 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,217 △1,723 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 60 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △241 △329 

現金及び現金同等物の期首残高 2,974 2,733 

現金及び現金同等物の期末残高 2,733 2,404 

 


