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平成27年６月10日 

各    位 

 会 社 名 日本システム技術株式会社 

 
代 表 者 の 
役 職 氏 名 

代 表 取 締 役 社 長  
執 行 役 員  平林 武昭 

 （コード番号 ４３２３ 東証第二部） 

 問い合わせ先 取 締 役 執 行 役 員  大門 紀章 

 （ Ｔ Ｅ Ｌ ０６－４５６０－１０００） 

 

 
（訂正・数値データ訂正あり）「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 14 日に発表しました「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。 

 

記 

 

１．訂正理由 

「平成 27 年３月期 決算短信[日本基準](連結)」の公表後に連結キャッシュ・フロー計算書の当連結会計

年度の表示に誤りが判明したため、訂正するものであります（訂正箇所には下線を付して表示しております）。

なお、本件訂正による連結経営成績並びに連結財政状態への影響はありません。 

 

２．訂正箇所 

 

【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 △232 △254 △102 1,559

26年３月期 393 △13 149 2,144

 

＜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 △204 △281 △102 1,559

26年３月期 393 △13 149 2,144
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【３ページ 「１.経営成績・財務状態に関する分析」「（２）財政状態に関する分析」「②キャッシュ・フ

ローの状況」】 

 

＜訂正前＞ 
（２）財政状態に関する分析 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の状況は、期首の資金

残高21億44百万円より5億84百万円減少し、15億59百万円となりました。 

 なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 まず、営業活動の結果、使用した資金は2億32百万円（前連結会計年度は3億93百万円の収入）となりました。こ

の差額は主として売上債権にかかる収入が増加した一方で、たな卸資産にかかる支出が増加し、賞与引当金の減少

及び仕入債務にかかる支出が増加したこと等によるものであります。 

 次に、投資活動の結果、使用した資金は2億54百万円（前連結会計年度は13百万円の支出）となりました。この差

額は主として定期預金の払出による収入が増加した一方で、差入保証金の回収にかかる収入が減少し、有形固定資

産及び投資有価証券の取得による支出が増加したこと等によるものであります。 

 最後に、財務活動の結果、使用した資金は1億2百万円（前連結会計年度は1億49百万円の収入）となりました。こ

の差額は主として株式の発行による収入が減少したこと等によるものであります。 

＜訂正後＞ 
（２）財政状態に関する分析 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の状況は、期首の資金

残高21億44百万円より5億84百万円減少し、15億59百万円となりました。 

 なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 まず、営業活動の結果、使用した資金は2億4百万円（前連結会計年度は3億93百万円の収入）となりました。この

差額は主として売上債権にかかる収入が増加した一方で、たな卸資産にかかる支出が増加し、賞与引当金の減少及

び仕入債務にかかる支出が増加したこと等によるものであります。 

 次に、投資活動の結果、使用した資金は2億81百万円（前連結会計年度は13百万円の支出）となりました。この差

額は主として定期預金の払出による収入が増加した一方で、差入保証金の回収にかかる収入が減少し、有形固定資

産及び投資有価証券の取得による支出が増加したこと等によるものであります。 

 最後に、財務活動の結果、使用した資金は1億2百万円（前連結会計年度は1億49百万円の収入）となりました。こ

の差額は主として株式の発行による収入が減少したこと等によるものであります。 
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【15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：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) 

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 474,078 435,961

減価償却費 75,537 93,930

ソフトウエア償却費 14,165 25,888

のれん償却額 8,314 8,236

賞与引当金の増減額（△は減少） 148,160 △85,321

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △15,640 △14,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 30,161 44,784

受取利息及び受取配当金 △15,587 △16,260

支払利息 1,673 1,610

売上債権の増減額（△は増加） △266,261 △173,400

たな卸資産の増減額（△は増加） 173,816 △75,918

仕入債務の増減額（△は減少） 4,745 △154,760

その他 △85,198 △37,149

小計 547,965 53,256

利息及び配当金の受取額 15,222 17,118

利息の支払額 △1,720 △1,561

法人税等の支払額 △168,049 △301,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 393,417 △232,205

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） 59,057 181,033

有形固定資産の取得による支出 △18,670 △133,643

保険積立金の取崩による収入 8,642 －

ソフトウエアの取得による支出 △92,324 △17,322

投資有価証券の取得による支出 △102,054 △208,061

差入保証金の差入による支出 △1,429 △47,514

差入保証金の回収による収入 138,420 3,499

その他 △5,130 △32,111

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,489 △254,121

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） △20,312 23,367

長期借入金の返済による支出 △2,400 △2,400

株式の発行による収入 293,974 9,932

配当金の支払額 △119,104 △130,750

少数株主への配当金の支払額 △1,283 △2,435

その他 △1,097 △134

財務活動によるキャッシュ・フロー 149,776 △102,420

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,403 4,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 534,108 △584,327

現金及び現金同等物の期首残高 1,609,962 2,144,070

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,144,070 ※１ 1,559,743
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＜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) 

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 474,078 435,961

減価償却費 75,537 93,930

ソフトウエア償却費 14,165 25,888

のれん償却額 8,314 8,236

賞与引当金の増減額（△は減少） 148,160 △85,321

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △15,640 △14,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 30,161 44,784

受取利息及び受取配当金 △15,587 △16,260

支払利息 1,673 1,610

売上債権の増減額（△は増加） △266,261 △173,400

たな卸資産の増減額（△は増加） 173,816 △75,918

仕入債務の増減額（△は減少） 4,745 △154,760

その他 △85,198 △9,285

小計 547,965 81,120

利息及び配当金の受取額 15,222 17,118

利息の支払額 △1,720 △1,561

法人税等の支払額 △168,049 △301,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 393,417 △204,341

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） 59,057 181,033

有形固定資産の取得による支出 △18,670 △133,643

保険積立金の取崩による収入 8,642 －

ソフトウエアの取得による支出 △92,324 △17,322

投資有価証券の取得による支出 △102,054 △208,061

差入保証金の差入による支出 △1,429 △47,514

差入保証金の回収による収入 138,420 3,499

資産除去債務の履行による支出 － △27,864

その他 △5,130 △32,111

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,489 △281,985

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） △20,312 23,367

長期借入金の返済による支出 △2,400 △2,400

株式の発行による収入 293,974 9,932

配当金の支払額 △119,104 △130,750

少数株主への配当金の支払額 △1,283 △2,435

その他 △1,097 △134

財務活動によるキャッシュ・フロー 149,776 △102,420

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,403 4,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 534,108 △584,327

現金及び現金同等物の期首残高 1,609,962 2,144,070

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,144,070 ※１ 1,559,743

 

以 上 


