
                       
 

 

平成 28年６月 22日 

各  位 

会社名   フクダ電子株式会社 

代表者名  代表取締役社長 白井 大治郎 

（コード：6960、JASDAQ） 

問合せ先 社長室 経営企画部 

（TEL. 03-5684-1558）  

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 28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 28年５月 13日に発表いたしました「平成 28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 28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

結会計年度の数値及び連結財務諸表に関する注記事項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。 

 

２．訂正の内容 

＜サマリー情報＞ 

１．平成 28年３月期の連結業績（平成 27年４月１日～平成 28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 

28年３月期 12,542 △9,138 △2,395 31,515 

27年３月期 12,851 △6,592 △2,326 24,189 

 

【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 

28年３月期 11,758 △9,425 △2,260 28,962 

27年３月期 12,851 △6,592 △2,326 24,189 

 



＜添付資料 ４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 

【訂正前】 

② （連結キャッシュ・フローの状況） 

 平成27年３月期 平成28年３月期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
12,851 12,542 △308 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
△6,592 △9,138 △2,546 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
△2,326 △2,395 △68 

換算差額（百万円） △81 △15 66 

現金及び現金同等物の増減額（百万円） 3,850 993 △2,857 

株式交換による現金及び現金同等物の増

加額（百万円） 
- 6,332 6,332 

現金及び現金同等物の期末残高 

（百万円） 
24,189 31,515 7,325 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは前期比３億８百万円減のプラス125億42百万円となりま

した。 

 主な内訳は、税金等調整前当期純利益112億82百万円、減価償却費65億86百万円等です。 

 〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは前期比25億46百万円減のマイナス91億38百万円となり

ました。 

 主な内訳は、有形固定資産の取得による支出66億70百万円、保険積立金の積立による支出23億61百万円等です。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは前期比68百万円減のマイナス23億95百万円となりまし

た。 

 主な内訳は、配当金の支払額22億29百万円等です。 

 また、当社を株式交換完全親会社とし、アトミック産業を株式交換完全子会社とする株式交換を行ったことに伴い、株

式交換による現金及び現金同等物の増加額が63億32百万円となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末と比較して73億25百万円増加し315億15百万円となりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成28年３月期 

自己資本比率（％） 72.7 71.6 67.7 71.4 72.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 37.1 45.9 52.5 75.5 66.1 

債務償還年数（年） 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
389.3 450.9 403.4 461.7 450.3 

 

 



【訂正後】 

② （連結キャッシュ・フローの状況） 

 平成27年３月期 平成28年３月期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
（百万円） 

12,851 11,758 △1,092 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
（百万円） 

△6,592 △9,425 △2,833 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
（百万円） 

△2,326 △2,260 66 

換算差額（百万円） △81 △15 66 

現金及び現金同等物の増減額（百万円） 3,850 57 △3,792 

株式交換による現金及び現金同等物の増

加額（百万円） 
- 4,715 4,715 

現金及び現金同等物の期末残高 
（百万円） 

24,189 28,962 4,772 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは前期比10億92百万円減のプラス117億58百万円となりま

した。 

 主な内訳は、税金等調整前当期純利益112億82百万円、減価償却費65億86百万円等です。 

 〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは前期比28億33百万円減のマイナス94億25百万円となり

ました。 

 主な内訳は、有形固定資産の取得による支出66億70百万円、保険積立金の積立による支出23億61百万円等です。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは前期比66百万円増のマイナス22億60百万円となりまし

た。 

 主な内訳は、配当金の支払額20億95百万円等です。 

 また、当社を株式交換完全親会社とし、アトミック産業を株式交換完全子会社とする株式交換を行ったことに伴い、株

式交換による現金及び現金同等物の増加額が47億15百万円となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末と比較して47億72百万円増加し289億62百万円となりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成28年３月期 

自己資本比率（％） 72.7 71.6 67.7 71.4 72.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 37.1 45.9 52.5 75.5 66.1 

債務償還年数（年） 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
389.3 450.9 403.4 461.7 422.2 
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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26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成28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 11,996 11,282 
減価償却費 6,161 6,586 
減損損失 66 15 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △190 46 
賞与引当金の増減額（△は減少） △454 19 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26 9 
製品保証引当金の増減額（△は減少） 15 120 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △293 60 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25 29 
受取利息及び受取配当金 △207 △198 
支払利息 27 27 
固定資産売却損益（△は益） △5 △2 
投資有価証券売却損益（△は益） △301 － 
保険解約損益（△は益） △315 △349 
補助金収入 △27 － 
債務免除益 △960 － 
事業撤退損 915 － 
売上債権の増減額（△は増加） 1,321 △1,379 
たな卸資産の増減額（△は増加） △913 △318 
仕入債務の増減額（△は減少） 796 △113 
未払消費税等の増減額（△は減少） 838 △590 
その他 △356 760 
小計 18,112 16,007 
利息及び配当金の受取額 206 198 
利息の支払額 △27 △27 
法人税等の支払額 △5,440 △3,636 
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,851 12,542 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の増減額（△は増加） 532 320 
有形固定資産の取得による支出 △6,718 △6,670 
無形固定資産の取得による支出 △274 △725 
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △767 △867 
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 838 300 
保険積立金の積立による支出 △1,952 △2,361 
保険積立金の払戻による収入 2,132 1,284 
子会社株式の取得による支出 △20 － 
貸付けによる支出 △90 － 
補助金の受取額 27 － 
その他 △300 △418 
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,592 △9,138 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
長期借入れによる収入 2 － 
長期借入金の返済による支出 △141 △22 
自己株式の取得による支出 △1 △3 
配当金の支払額 △2,090 △2,229 
リース債務の返済による支出 △96 △139 
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,326 △2,395 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81 △15 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,850 993 
現金及び現金同等物の期首残高 20,339 24,189 
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 － 6,332 
現金及び現金同等物の期末残高 24,189 31,515 



【訂正後】 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成28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 11,996 11,282 
減価償却費 6,161 6,586 
減損損失 66 15 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △190 46 
賞与引当金の増減額（△は減少） △454 13 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26 9 
製品保証引当金の増減額（△は減少） 15 120 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △293 56 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25 15 
受取利息及び受取配当金 △207 △197 
支払利息 27 27 
固定資産売却損益（△は益） △5 △2 
投資有価証券売却損益（△は益） △301 － 
保険解約損益（△は益） △315 △349 
補助金収入 △27 － 
債務免除益 △960 － 
事業撤退損 915 － 
売上債権の増減額（△は増加） 1,321 △1,282 
たな卸資産の増減額（△は増加） △913 △279 
仕入債務の増減額（△は減少） 796 △157 
未払消費税等の増減額（△は減少） 838 △655 
その他 △356 305 
小計 18,112 15,554 
利息及び配当金の受取額 206 198 
利息の支払額 △27 △27 
法人税等の支払額 △5,440 △3,967 
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,851 11,758 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の増減額（△は増加） 532 200 
有形固定資産の取得による支出 △6,718 △6,670 
無形固定資産の取得による支出 △274 △725 
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △767 △867 
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 838 300 
保険積立金の積立による支出 △1,952 △2,361 
保険積立金の払戻による収入 2,132 1,284 
子会社株式の取得による支出 △20 － 
貸付けによる支出 △90 － 
補助金の受取額 27 － 
その他 △300 △585 
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,592 △9,425 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
長期借入れによる収入 2 － 
長期借入金の返済による支出 △141 △22 
自己株式の取得による支出 △1 △3 
配当金の支払額 △2,090 △2,095 
リース債務の返済による支出 △96 △139 
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,326 △2,260 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81 △15 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,850 57 
現金及び現金同等物の期首残高 20,339 24,189 
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 － 4,715 
現金及び現金同等物の期末残高 24,189 28,962 
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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 

（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記されている科目の金額との関係 

 
前連結会計年度 

（自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日） 

現金及び預金勘定 25,726 百万円 34,768 百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,536  △3,253  

現金及び現金同等物 24,189  31,515  

 

【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記されている科目の金額との関係 

 
前連結会計年度 

（自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成27年４月１日 
至  平成28年３月31日） 

現金及び預金勘定 25,726 百万円 34,768 百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,536  △5,806  

現金及び現金同等物 24,189  28,962  

 

 


