
 

 

平成 27 年６月１日 

各  位 

会 社 名 シンクレイヤ株式会社 

(ＪＡＳＤＡＱ コード番号:1724) 

(URL http://www.synclayer.co.jp) 
代 表 者 名 代表取締役社長  山 口 正 裕 

問い合わせ先 取締役管理本部長  國 江 敏  

電 話 番 号 052(242)7875 

 

 

（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） 

 

平成 27 年５月８日に公表いたしました「平成 27 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の内容に一部訂

正がありましたので、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、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

１．訂正の内容 

（１）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） 

 
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 79 △13 △191 845

26年 3月期 357 △100 3 958

 

（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 111 △45 △191 845

26年 3月期 357 △100 3 958

 

 

 

http://www.synclayer.co.jp/


（２）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 

   ①財政状態推移 

（訂正前） 

（単位：百万円）

 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

純 資 産 額 2,199 1,964 1,851 1,921 1,224

総 資 産 額 8,335 6,739 8,139 7,701 7,028

負 債 合 計 6,135 4,775 6,288 5,779 5,804

１株当たり純資産額（円） 604.60 539.78 508.85 528.09 339.70

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
631 744 △590 357 79

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△143 △49 △92 △100 △13

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
△531 △749 478 3 △191

現金及び現金同等物 

の期末残高 
923 868 678 958 845

 

（訂正後） 

（単位：百万円）

 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

純 資 産 額 2,199 1,964 1,851 1,921 1,224

総 資 産 額 8,335 6,739 8,139 7,701 7,028

負 債 合 計 6,135 4,775 6,288 5,779 5,804

１株当たり純資産額（円） 604.60 539.78 508.85 528.09 339.70

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
631 744 △590 357 111

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△143 △49 △92 △100 △45

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
△531 △749 478 3 △191

現金及び現金同等物 

の期末残高 
923 868 678 958 845

 

 

 



（３）添付資料 6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 

   ③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） 

営業活動の結果得られた資金は79 百万円（前年同期比77.7％減）となりました。これは主に、売上債権の

増加額 128 百万円、敷金及び保証金の減少額 100 百万円及び仕入債務の増加額 111 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） 

投資活動の結果使用した資金は13 百万円（前年同期比87.0％減）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 81 百万円及び有期固定資産の売却による収入 126 百万円等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） 

営業活動の結果得られた資金は111 百万円（前年同期比68.7％減）となりました。これは主に、売上債権

の増加額 128 百万円、敷金及び保証金の減少額 100 百万円及び仕入債務の増加額 111 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） 

投資活動の結果使用した資金は45 百万円（前年同期比54.8％減）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 81 百万円及び有期固定資産の売却による収入 126 百万円等によるものであります。 

 

（４）添付資料 6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 

   ④キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（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（％） 26.4 29.1 22.7 25.0 17.4

時価ベースの自己資本比率（％） 19.1 14.0 27.0 15.4 20.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.7 3.0 － 7.7 32.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 17.0 31.0 － 15.7 3.9

 

（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（％） 26.4 29.1 22.7 25.0 17.4

時価ベースの自己資本比率（％） 19.1 14.0 27.0 15.4 20.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.7 3.0 － 7.7 23.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 17.0 31.0 － 15.7 5.5

 

 



（５）添付資料 20,21 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   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前 

当期純損失（△） 
132 △48

減価償却費 130 129

工事損失引当金の増減額（△は減少） △33 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △47 △6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 67 △18

受取利息及び受取配当金 △7 △7

支払利息 22 20

為替差損益（△は益） △8 △6

固定資産売却損益（△は益） 1 △91

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 0 3

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

売上債権の増減額（△は増加） 538 △128

たな卸資産の増減額（△は増加） 167 △27

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 0 100

仕入債務の増減額（△は減少） △478 111

未成工事受入金の増減額（△は減少） △0 0

その他 △104 73

小計 380 102

利息及び配当金の受取額 7 7

利息の支払額 △23 △20

法人税等の支払額 △8 △7

法人税等の還付額 1 △2

営業活動によるキャッシュ・フロー 357 79

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 △8 －

定期預金の払戻による収入 12 －

有形固定資産の取得による支出 △88 △81

有形固定資産の売却による収入 5 126

無形固定資産の取得による支出 △29 △26

投資有価証券の取得による支出 － △16

投資有価証券の売却による収入 1 55

関係会社株式の取得による支出 － △37

関係会社貸付けによる支出 － △30

その他 6 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △100 △13

 



 

（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)

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） 200 △300

長期借入れによる収入 500 1,000

長期借入金の返済による支出 △604 △777

社債の償還による支出 △90 △90

配当金の支払額  △10

その他 △1 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 3 △191

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 279 △113

現金及び現金同等物の期首残高 678 958

現金及び現金同等物の期末残高 958 845

 

 

 

 



（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   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前 

当期純損失（△） 
132 △48

減価償却費 130 129

工事損失引当金の増減額（△は減少） △33 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △47 △6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 67 △18

受取利息及び受取配当金 △7 △7

支払利息 22 20

為替差損益（△は益） △8 △6

固定資産売却損益（△は益） 1 △91

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 0 3

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △31

売上債権の増減額（△は増加） 538 △128

たな卸資産の増減額（△は増加） 167 △27

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 0 100

仕入債務の増減額（△は減少） △478 111

未成工事受入金の増減額（△は減少） △0 0

その他 △104 137

小計 380 134

利息及び配当金の受取額 7 7

利息の支払額 △23 △20

法人税等の支払額 △8 △9

法人税等の還付額 1 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 357 111

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 △8 －

定期預金の払戻による収入 12 －

有形固定資産の取得による支出 △88 △81

有形固定資産の売却による収入 5 126

無形固定資産の取得による支出 △29 △26

投資有価証券の取得による支出 － △16

投資有価証券の売却による収入 1 23

関係会社株式の取得による支出 － △37

関係会社貸付けによる支出 － △30

その他 6 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △100 △45

 

 

 



 

（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)

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） 200 △300

長期借入れによる収入 500 1,000

長期借入金の返済による支出 △604 △777

社債の償還による支出 △90 △90

配当金の支払額 － △10

その他 △1 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 3 △191

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 279 △113

現金及び現金同等物の期首残高 678 958

現金及び現金同等物の期末残高 958 845

 

 

２．訂正の理由 

 「平成 27 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、一部訂正事項が判明したため。 

 

以 上 


