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平成 27 年６月 11 日 

各 位 

 
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 
代表者名  代表取締役社長  長 井  啓 

（コード番号 ： 6324 ） 
問合せ先  執 行 役 員  上 條 和 俊 

TEL. 03-5471-7810 

 

（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）」の一部訂正について 

 
平成 27 年５月 12 日に発表いたしました｢平成 27 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につき

まして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。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いたしま

す。 

 

 

記 

 

１． 訂正の理由 

 

 「平成 27 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが

判明しましたので、訂正するものです。なお、今回の訂正による連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書への影響はありません。 

 

 

２．訂正の内容 

 

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＞ 

(百万円未満切捨て) 

  
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 5,494 △1,603 △737 10,230

26 年３月期 3,643 △1,102 △5,591 6,883

 

 

＜訂正後＞ 

(百万円未満切捨て) 

  
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 5,494 △2,103 △737 9,730

26 年３月期 3,643 △1,102 △5,591 6,883
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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 

 

＜訂正前＞ 

 

（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は、前連結会計年度末に比べて 33 億 46 百万円増

加し、102 億 30 百万円となりました。 

（中略） 

（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による支出は、16 億 3 百万円となりました。（前連結会計年度

は 11 億 2 百万円の支出） 

（後略） 

 

 

＜訂正後＞ 

 

（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は、前連結会計年度末に比べて 28 億 46 百万円増

加し、97 億 30 百万円となりました。 

（中略） 

（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による支出は、21 億 3 百万円となりました。（前連結会計年度

は 11 億 2 百万円の支出） 

（後略） 
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４．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：千円)

         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)

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（省略） 

 定期預金の預入による支出 △1,956,957 △2,543,788

 定期預金の払戻による収入 2,094,000  2,930,000

（省略） 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,102,707 △1,603,887

（省略） 

現金及び現金同等物に係る換算差額 221,214 193,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,829,629 3,346,303

現金及び現金同等物の期首残高 9,713,580 6,883,951

現金及び現金同等物の期末残高 6,883,951 10,230,254

 

 

＜訂正後＞ 
          (単位：千円)

         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)

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（省略） 

 定期預金の預入による支出 △1,956,957 △1,708,795

 定期預金の払戻による収入 2,094,000  1,595,000

（省略） 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,102,707 △2,103,894

（省略） 

現金及び現金同等物に係る換算差額 221,214 193,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,829,629 2,846,296

現金及び現金同等物の期首残高 9,713,580 6,883,951

現金及び現金同等物の期末残高 6,883,951 9,730,247
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４．連結財務諸表 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

＜訂正前＞ 

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 

（単位：千円）    

 
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)

現金及び預金勘定 9,057,018 12,117,107 

短期有価証券(３ヶ月以内満期) 30,665 30,678 

預金期間が３ヵ月を超える定期預金 △2,203,732 △1,917,531 

現金及び現金同等物 6,883,951 10,230,254 

 

 
＜訂正後＞ 

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 

（単位：千円）    

 
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)

現金及び預金勘定 9,057,018 12,117,107 

短期有価証券(３ヶ月以内満期) 30,665 30,678 

預金期間が３ヵ月を超える定期預金 △2,203,732 △2,417,538 

現金及び現金同等物 6,883,951 9,730,247 

 

以上 


