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        平成 27年 6月 22日 

各  位 

会 社 名 zxcv  
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 英 志 

 （ コード番号  4626  東証一部 ） 

問合せ先 社長室長 稲 垣 均 

 （ TEL  03－5999－1511 （代表） ） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 27 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成 27年５月１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）」の記載に一部訂正す

べき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。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、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

サマリー情報 1ページ 

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＞ 

 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 9,154 △2,835 △9,919 18,183 

26年３月期 7,020 △3,839 2,350 20,338 

 

＜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 

27年３月期 9,232 △2,913 △9,919 18,183 

26年３月期 7,020 △3,839 2,350 20,338 
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添付資料 5ページ 

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 

  ｂ キャッシュ・フローの状況 

 

＜訂正前＞ 

 
当期金額 

（百万円） 
大口要因 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
9,154 

税金等調整前当期純利益約 99億円、減価償却費により約 14億円の

増加、法人税等の支払により約 21億円の減少 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△2,835 

有形固定資産の取得による支出で約 27億円の減少、定期預金の預

入による支出で約 22億円の減少、定期預金の払戻による収入で約

16億円の増加、投資有価証券の売却による収入で約 7億円の増加 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
△9,919 

自己株式の取得による支出で約 92億円の減少、長期借入金の借入

による収入で約 66 億円の増加、長期借入金の返済による支出で約

49億円の減少、配当金の支払により約 23億円の減少 

現金及び現金同等物の増減額 △2,154  

現金及び現金同等物の期末残高 18,183  

 

＜訂正後＞ 

 
当期金額 

（百万円） 
大口要因 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
9,232 

税金等調整前当期純利益約 99億円、減価償却費により約 14億円の

増加、法人税等の支払により約 20億円の減少 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△2,913 

有形固定資産の取得による支出で約 27億円の減少、定期預金の預

入による支出で約 22億円の減少、定期預金の払戻による収入で約

16億円の増加、投資有価証券の売却による収入で約 6億円の増加 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
△9,919 

自己株式の取得による支出で約 92億円の減少、長期借入金の借入

による収入で約 66 億円の増加、長期借入金の返済による支出で約

49億円の減少、配当金の支払により約 23億円の減少 

現金及び現金同等物の増減額 △2,154  

現金及び現金同等物の期末残高 18,183  
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添付資料 5ページ 

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 

  ｃ 指標のトレンド 

 

＜訂正前＞ 

 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

自己資本比率（％） 78.2 81.1 82.2 69.6 63.8 

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
152.0 138.7 156.0 133.1 158.3 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
－ － － 0.9 1.0 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
1,350.2 992.5 3,850.3 331.3 302.2 

 

＜訂正後＞ 

 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

自己資本比率（％） 78.2 81.1 82.2 69.6 63.8 

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
152.0 138.7 156.0 133.1 158.3 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
－ － － 0.9 0.9 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
1,350.2 992.5 3,850.3 331.3 304.8 
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添付資料 17ページ 

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
（中略）   
法人税等の支払額 △1,956 △2,110 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,020 9,154 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
（中略）   
投資有価証券の売却による収入 14 652 

（中略）   
その他 △29 △38 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,839 △2,835 

 

（後略） 

 

＜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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
（中略）   
法人税等の支払額 △1,956 △2,032 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,020 9,232 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
（中略）   
投資有価証券の売却による収入 14 571 

（中略）   
その他 △29 △36 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,839 △2,913 

 

（後略） 

以 上 

 


