
平成 29 年６月 23 日 

各 位 

会 社 名 ヤマエ久野株式会社 

（コード番号 8108 福証） 

代表者名 代表取締役社長   網田 日出人 

問合せ先 取締役常務執行役員管理統轄  

池田 勲 

電話番号 (092)474-0711 

（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 12 日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）」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。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して表示しております。 

記 

１. 訂正の理由 

「平成 29 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後に連結キャッシュ・フロー計算書の当連結会計

年度の数値に誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。なお、本件訂正による連結経営成績

および連結財政状態への影響はありません。 

２. 訂正の内容 
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１． 経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

①キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果支出した資金は 89 百万円（前連結会計年度比 97.0％減）となり、前連結会計年度に比べて

28億 66 百万円の支出の減少となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入 22 億 11 百万円、有形固定資産の取得による支出 21 億 97 百万

円および無形固定資産の取得による支出１億 93 百万円によるものであります。 

【訂正後】 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果支出した資金は 89 百万円（前連結会計年度比 97.0％減）となり、前連結会計年度に比べて

28億 66 百万円の支出の減少となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入 13 億 27 百万円、有形固定資産の取得による支出 13 億 12 百万

円および無形固定資産の取得による支出１億 93 百万円によるものであります。
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３．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 

【訂正前】 

 (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 5,363 4,069

減価償却費 3,330 3,434

減損損失 547 34

のれん償却額 41 17

貸倒引当金の増減額（△は減少） △707 △256

賞与引当金の増減額（△は減少） 17 115

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8 0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △215 △362

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16 △40

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減
少） 

35 －

受取利息及び受取配当金 △139 △153

支払利息 215 174

固定資産除売却損益（△は益） △420 △39

災害見舞金 － △38

災害による損失 － 332

国庫補助金 △30 －

補助金収入 △1,113 －

固定資産圧縮損 30 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △0 8

売上債権の増減額（△は増加） △427 2,686

たな卸資産の増減額（△は増加） 251 197

仕入債務の増減額（△は減少） 903 2,027

未払金の増減額（△は減少） 1,031 △456

未払消費税等の増減額（△は減少） △502 50

その他 572 150

小計 8,806 11,948

利息及び配当金の受取額 141 152

災害見舞金の受取額 － 32

利息の支払額 △261 △174

災害による損失の支払額 － △332

法人税等の還付額 1 1

法人税等の支払額 △978 △2,441

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,708 9,187

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 45 7

有形固定資産の取得による支出 △3,752 △2,197

有形固定資産の売却による収入 1,139 2,211

無形固定資産の取得による支出 △308 △193

国庫補助金による収入 30 －

投資有価証券の取得による支出 △21 △75

投資有価証券の売却による収入 1 13

補助金の受取額 － 1,113

貸付けによる支出 △20 △100

貸付金の回収による収入 59 98

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ △287

持分法適用関連会社株式取得による支出 － △658

営業譲受による支出 △6 －

その他 △120 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,955 △89



【訂正後】 

 (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 5,363 4,069

減価償却費 3,330 3,434

減損損失 547 34

のれん償却額 41 17

貸倒引当金の増減額（△は減少） △707 △256

賞与引当金の増減額（△は減少） 17 115

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8 0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △215 △362

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16 △40

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減
少） 

35 －

受取利息及び受取配当金 △139 △153

支払利息 215 174

固定資産除売却損益（△は益） △420 △39

災害見舞金 － △38

災害による損失 － 332

国庫補助金 △30 －

補助金収入 △1,113 －

固定資産圧縮損 30 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △0 8

売上債権の増減額（△は増加） △427 2,686

たな卸資産の増減額（△は増加） 251 197

仕入債務の増減額（△は減少） 903 2,027

未払金の増減額（△は減少） 1,031 △456

未払消費税等の増減額（△は減少） △502 50

その他 572 150

小計 8,806 11,948

利息及び配当金の受取額 141 152

災害見舞金の受取額 － 32

利息の支払額 △261 △174

災害による損失の支払額 － △332

法人税等の還付額 1 1

法人税等の支払額 △978 △2,441

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,708 9,187

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 45 7

有形固定資産の取得による支出 △3,752 △1,312

有形固定資産の売却による収入 1,139 1,327

無形固定資産の取得による支出 △308 △193

国庫補助金による収入 30 －

投資有価証券の取得による支出 △21 △75

投資有価証券の売却による収入 1 13

補助金の受取額 － 1,113

貸付けによる支出 △20 △100

貸付金の回収による収入 59 98

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ △287

持分法適用関連会社株式取得による支出 － △658

営業譲受による支出 △6 －

その他 △120 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,955 △89

以上 


