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平成 28 年 6 月 20 日 

各 位 

会 社 名  ティアック株式会社 

代表者名  取締役社長  英 裕治 

（コード番号  6803  東証第 1部） 

問合せ先  財務部長 吉村邦彦 

（TEL 042－356－9178） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 28 年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の 

一部訂正について 

 

当社は、平成 28 年５月 16 日に発表いたしました「平成 28 年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の記載

事項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します。訂正箇所には下線を付して表

示しております。 

 

１．訂正の理由 

平成 28 年３月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結財政状態計算書、連結キ

ャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報の記載に一部訂正が生じましたので、提出済みの決算短信を訂

正させていただくものであります。 

 

２．訂正の内容 

[サマリー情報] 

【訂正前】 

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 

 
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 △301 175 △100 2,524
27年３月期 △680 316 △339 2,826

 

【訂正後】 

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 

 
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 △339 183 △100 2,524
27年３月期 △680 316 △339 2,826
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添付書類 5～6 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 

② キャッシュ・フローの状況の分析 

【訂正前】 

（省略） 

(イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、301 百万円のマイナス（前期 680 百万円のマイナス）とな

りました。主な内訳は、マイナス要因としては、営業債務及びその他の債務の増減額の減少 294 百万円であります。 

 

(ロ）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の結果得られた資金は、175 百万円のプラス（前期 316 百万円のプラス）となりま

した。主な内訳は、プラス要因として、事業譲渡による収入 208 百万円、投資有価証券の売却による収入 240 百万円、

マイナス要因としては、有形固定資産の取得による支出 294 百万円であります。 

 

(ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、100 百万円のマイナス（前期 339 百万円のマイナス）とな

りました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の純増減額 88 百万円、マイナス要因としては、長期借入金の

返済による支出 82 百万円、リース債務の返済による支出 92 百万円であります。 

 

 

【訂正後】 

（省略） 

(イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、339 百万円のマイナス（前期 680 百万円のマイナス）とな

りました。主な内訳は、マイナス要因としては、営業債務及びその他の債務の増減額の減少 294 百万円であります。 

 

(ロ）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の結果得られた資金は、183 百万円のプラス（前期 316 百万円のプラス）となりま

した。主な内訳は、プラス要因として、事業譲渡による収入 208 百万円、投資有価証券の売却による収入 240 百万円、

マイナス要因としては、有形固定資産の取得による支出 294 百万円であります。 

 

(ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、100 百万円のマイナス（前期 339 百万円のマイナス）となり

ました。主な内訳は、プラス要因として、短期借入金の純増減額 93 百万円、マイナス要因としては、長期借入金の返

済による支出 82 百万円、リース債務の返済による支出 92 百万円であります。 
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添付書類 11 ページ 

５.連結財務諸表 

（１）連結財政状態計算書 

【訂正前】 

（単位：百万円） 

  
IFRS移行日 

（2014年４月１日） 

前連結会計年度 

（2015年３月31日） 
 

当連結会計年度 

（2016年３月31日） 

資産    

（中略）    

その他の流動資産  322 338  305

流動資産合計  12,878 11,666  10,443

非流動資産    

（中略）    

その他の金融資産  180 179  165

その他の非流動資産  836 74  49

非流動資産合計  3,774 2,983  2,679

（中略）    

負債    

流動負債    

（中略）    

その他の流動負債  1,297 1,124  1,020

流動負債合計  6,270 6,016  5,784

（省略）    

 

【訂正後】 

（単位：百万円） 

  
IFRS移行日 

（2014年４月１日） 

前連結会計年度 

（2015年３月31日） 
 

当連結会計年度末 

（2016年３月31日） 

資産    

（中略）    

その他の金融資産  - 2  -

その他の流動資産  322 336  305

流動資産合計  12,878 11,666  10,443

非流動資産    

（中略）    

その他の金融資産  199 197  184

その他の非流動資産  817 55  30

非流動資産合計  3,774 2,983  2,679

（中略）    

負債    

流動負債    

（中略）    

未払法人所得税  16 13  10

その他の金融負債  1 -  29

その他の流動負債  1,280 1,111  980

流動負債合計  6,270 6,016  5,784

（省略）    
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添付書類15ページ 

５.連結財務諸表 

（５）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

（単位：百万円）

 
 

前連結累計期間 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

当連結累計期間 

（自 2015年４月１日 

至 2016年３月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

当期利益（△損失）  △1,865  △190

減価償却費及び償却費  453  448

（中略）   

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）  1,510  288

棚卸資産の増減額（△は増加）  169  △34

（中略）   

その他  △700  202

小計  △670  △160

利息及び配当の受取額  32  12

利息の支払額  △61  △81

法人所得税の支払額  19  △72

営業活動によるキャッシュ・フロー  △680  △301

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産及び無形資産の取得による支出  △369  △294

有形固定資産及び無形資産の売却による収入  6  20

（中略）   

その他  7  1

投資活動によるキャッシュ・フロー  316  175

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）  △174  88

（中略）   

その他  －  △13

財務活動によるキャッシュ・フロー  △339  △100

現金及び現金同等物に係る換算差額  352  △75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △702  △302

現金及び現金同等物の期首残高  3,176  2,826

現金及び現金同等物の当期末残高  2,826  2,524

 

【訂正後】 

（単位：百万円） 

  

前連結累計期間 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

当連結累計期間 

（自 2015年４月１日 

至 2016年３月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

当期利益（△損失）  △1,865 △190

減価償却費及び償却費  426 448

（中略）  

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）  1,510 270

棚卸資産の増減額（△は増加）  169 △17
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前連結累計期間 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

当連結累計期間 

（自 2015年４月１日 

至 2016年３月31日） 

（中略）  

その他  △673 166

小計  △680 △197

利息及び配当の受取額  32 12

利息の支払額  △61 △82

法人所得税の支払額  29 △72

営業活動によるキャッシュ・フロー  △680 △339

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産及び無形資産の取得による支出  △369 △294

有形固定資産及び無形資産の売却による収入  6 16

（中略）  

その他  7 14

投資活動によるキャッシュ・フロー  316 183

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）  △174 93

（中略）  

その他  － △18

財務活動によるキャッシュ・フロー  △339 △100

現金及び現金同等物に係る換算差額  352 △46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △350 △302

現金及び現金同等物の期首残高  3,176 2,826

現金及び現金同等物の当期末残高  2,826 2,524
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添付書類 25 ページ 

（８）セグメント情報 

(b）報告セグメントに関する情報 

【訂正前】 

前連結会計年度（自 2014年４月１日 至2015年３月31日） 

 （単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 全社 合計 
音響機器事業 情報機器事業 合計 

（中略）       

セグメント資産 5,334 3,264 8,598 300 5,750 14,648 

減価償却費及び償却費 251 129 380 10 63 453 

減損損失 － 24 24 － － 24 

資本的支出 273 49 322 1 52 375 

（省略） 

 

【訂正後】 

前連結会計年度（自 2014年４月１日 至2015年３月31日） 

 （単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 全社 合計 
音響機器事業 情報機器事業 合計 

（中略）       

セグメント資産 5,334 3,264 8,598 300 5,750 14,648 

減価償却費及び償却費 232 121 353 10 63 426 

減損損失 － 24 24 － － 24 

資本的支出 273 49 322 1 52 375 

（省略） 

 

 

以上 


