
 

 

平成27年５月28日 

 

各 位 

 

会 社 名   日本シイエムケイ株式会社  

代表者名  代表取締役社長  高井 建郎   

   (コード番号6958 東証第１部)   

問合せ先  事務管理部長   岡部 明広  

(TEL．03－5323－0235)   

 

(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 

 

 

当社が平成27年５月13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）」の記載

内容につきまして、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表示して

おります。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

 連結財務諸表の連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報等の記載に一部誤り

がありましたので、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

添付資料 ９ページ 

５．連結財務諸表 (２)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書 

【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) 

(省略) 

特別利益 

 固定資産売却益 24 23

 負ののれん発生益 44 3

 投資有価証券売却益 161 ―

 受取保険金 2 ―

 事業構造再編費用引当金戻入額 ― 105

 関係会社株式売却益 ― 619

 その他 12 ―

 特別利益合計 245 752

特別損失 

 固定資産売却損 1 42

 固定資産除却損 36 125

 減損損失 0 166
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           (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) 

 投資有価証券評価損 129 ―

 事業構造再編費用 1,649 ―

 損害賠償金 282 19

 貸倒引当金繰入額 786 ―

 関係会社清算損 ― 62

 その他 49 ―

 特別損失合計 2,935 416

(省略) 

 

【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) 

(省略) 

特別利益 

 固定資産売却益 24 23

 負ののれん発生益 44 3

 投資有価証券売却益 161 ―

 受取保険金 2 ―

 事業構造再編費用引当金戻入額 ― 464

 関係会社株式売却益 ― 619

 その他 12 ―

 特別利益合計 245 1,111

特別損失 

 固定資産売却損 1 42

 固定資産除却損 36 125

 減損損失 0 525

 投資有価証券評価損 129 ―

 事業構造再編費用 1,649 ―

 損害賠償金 282 19

 貸倒引当金繰入額 786 ―

 関係会社清算損 ― 62

 その他 49 ―

 特別損失合計 2,935 775

(省略) 
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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（△） 

△4,534 1,849
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           (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) 

 減価償却費 4,657 4,953

 のれん償却額 △11 34

 賞与引当金の増減額（△は減少） △18 70

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △7

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 809 △807

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △55 △206

 受取利息及び受取配当金 △133 △141

 支払利息 607 363

 為替差損益（△は益） 75 △952

 投資有価証券売却損益（△は益） △161 ―

 投資有価証券評価損益（△は益） 129 ―

 関係会社株式売却損益（△は益） ― △619

 固定資産売却損益（△は益） △23 18

 固定資産除却損 24 125

 事業構造再編費用引当金戻入額 ― △105

 減損損失 0 166

 事業構造再編費用 1,649 ―

(省略) 

 

【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 

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

△4,534 1,849

 減価償却費 4,657 4,953

 のれん償却額 △11 34

 賞与引当金の増減額（△は減少） △18 70

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △7

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 809 △807

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △55 △206

 受取利息及び受取配当金 △133 △141

 支払利息 607 363

 為替差損益（△は益） 75 △952

 投資有価証券売却損益（△は益） △161 ―

 投資有価証券評価損益（△は益） 129 ―

 関係会社株式売却損益（△は益） ― △619

 固定資産売却損益（△は益） △23 18

 固定資産除却損 24 125

 事業構造再編費用引当金戻入額 ― △464

 減損損失 0 525

 事業構造再編費用 1,649 ―

(省略) 
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５．連結財務諸表 (５)連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報等) 

 (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報) 

【訂正前】 

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) 

(単位：百万円) 

 
報告セグメント 

全社・消去 合計 
日本 中国 東南アジア 欧米 計 

減損損失 166 ― ― ― 166 ― 166

 

【訂正後】 

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) 

(単位：百万円) 

 
報告セグメント 

全社・消去 合計 
日本 中国 東南アジア 欧米 計 

減損損失 525 ― ― ― 525 ― 525

 

 

 

以 上 
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