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                                   平成２８年８月３０日 

      各   位 

                                                   会 社 名 ＴＯＮＥ株式会社 

                                     代表者名  取締役社長 松村 昌造 

                                     （コード  ５９６７   東証第二部） 

                                      問合せ先  管理部長  井上 昌良 

                                    （TEL０６－６６４９－５９６７） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成２８年５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７月１３日に公表いたしました「平成２８年５月期 決算短信[日本基準]（連結）」の一部に訂正すべき事

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５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。なお、本件訂正による連結経営成績及び連結財政状

態への影響はございません。 

 

２．訂正の内容 

 <サマリー情報> 

1. 平成２８年５月期連結業績（平成２７年６月１日～平成２８年５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５月期 488 △54 △455 410

２７年５月期 390 △257 △222 443

 

【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５月期 494 △54 △481 410

２７年５月期 390 △257 △222 443
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 <添付資料 ３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 

【訂正前】 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、４億１千万円

となり、前連結会計年度末に比べ３千２百万円の減少となりました。当連結会計年度末におけるキャッュ・

フローの状況のそれぞれの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動においては、たな卸資産の増加９千３百万円、法人税等の支払額４億４千５百万円等の資金の減

少がありましたが、税金等調整前当期純利益９億４千４百万円、仕入債務の増加２千２百万円等による資金

の増加により、資金はプラス４億８千８百万円（前連結会計年度はプラス３億９千万円）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動においては、投資有価証券の売却による収入９百万円等がありましたが、有形及び無形固定資産

の取得による支出６千万円等の資金減少により、資金はマイナス５千４百万円（前連結会計年度はマイナス

２億５千７百万円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動においては、長期借入による収入５億円がありましたが、長期借入金の返済に４億円、短期借入

金の返済に３億７千４百万円、配当金の支払に１億３千３百万円、長期未払金の支払に２千４百万円等を支

出したことにより資金はマイナス４億５千５百万円（前連結会計年度はマイナス２億２千２百万円）となり

ました。 

【訂正後】 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、４億１千万円

となり、前連結会計年度末に比べ３千２百万円の減少となりました。当連結会計年度末におけるキャッュ・

フローの状況のそれぞれの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動においては、たな卸資産の増加９千３百万円、法人税等の支払額４億４千５百万円等の資金の減

少がありましたが、税金等調整前当期純利益９億４千４百万円、仕入債務の増加２千２百万円等による資金

の増加により、資金はプラス４億９千４百万円（前連結会計年度はプラス３億９千万円）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動においては、投資有価証券の売却による収入９百万円等がありましたが、有形及び無形固定資産

の取得による支出６千万円等の資金減少により、資金はマイナス５千４百万円（前連結会計年度はマイナス

２億５千７百万円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動においては、長期借入による収入５億円がありましたが、長期借入金の返済による支出４億円、

短期借入金の減少４億円、配当金の支払額１億３千３百万円、長期未払金の返済による支出２千４百万円等

により資金はマイナス４億８千１百万円（前連結会計年度はマイナス２億２千２百万円）となりました。 
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<添付資料 １２・１３ページ> 

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26年６月１日 
 至 平成27年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年６月１日 
 至 平成28年５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 886,668 944,597

 減価償却費 101,562 107,979

 為替差益 △34,044 47,090

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,870 210

 賞与引当金の増減額（△は減少） 15,090 3,126

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,260 4,500

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △29,247 △24,397

 受取利息及び受取配当金 △14,050 △18,075

 支払利息 8,757 5,832

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,072 △7,999

 
有形及び無形固定資産除売却損益（△は
益） 

654 637

 たな卸資産廃棄損 15,047 -

 売上債権の増減額（△は増加） △47,289 △13,691

 たな卸資産の増減額（△は増加） △62,082 △93,593

 仕入債務の増減額（△は減少） △190,779 22,429

 未払消費税等の増減額（△は減少） 34,373 △11,258

 長期未払金の増減額（△は減少） - △2,125

 その他 △5,312 △43,961

 小計 678,666 921,300

 利息及び配当金の受取額 14,049 18,075

 利息の支払額 △5,271 △5,345

 法人税等の支払額 △297,422 △445,588

 営業活動によるキャッシュ・フロー 390,022 488,442

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △256,085 △60,888

 投資有価証券の売却による収入 2,113 9,000

 差入保証金の差入による支出 △807 △347

 保険積立金の積立による支出 △3,050 △2,490

 その他 - 30

 投資活動によるキャッシュ・フロー △257,829 △54,697

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） △47,431 △374,831

 長期借入れによる収入 200,000 500,000

 長期借入金の返済による支出 △239,962 △400,765

 配当金の支払額 △102,622 △133,733

 リース債務の返済による支出 △21,600 △21,355

 長期未払金の返済による支出 △10,707 △24,744

 自己株式の純増減額（△は増加） △595 △535

 財務活動によるキャッシュ・フロー △222,918 △455,965

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,803 △10,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,922 △32,554

現金及び現金同等物の期首残高 531,031 443,108

現金及び現金同等物の期末残高 443,108 410,554
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【訂正後】 

           (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 平成26年６月１日 
 至 平成27年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年６月１日 
 至 平成28年５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 886,668 944,597

 減価償却費 101,562 107,979

 為替差益 △34,044 47,090

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,870 210

 賞与引当金の増減額（△は減少） 15,090 3,126

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,260 4,500

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △29,247 △24,397

 受取利息及び受取配当金 △14,050 △18,075

 支払利息 8,757 5,832

 投資有価証券売却損益（△は益） △2,072 △7,999

 
有形及び無形固定資産除売却損益（△は
益） 

654 637

 たな卸資産廃棄損 15,047 -

 売上債権の増減額（△は増加） △47,289 △13,691

 たな卸資産の増減額（△は増加） △62,082 △93,593

 仕入債務の増減額（△は減少） △190,779 22,429

 未払消費税等の増減額（△は減少） 34,373 △37,971

 その他 △5,312 △13,351

 小計 678,666 927,322

 利息及び配当金の受取額 14,049 18,075

 利息の支払額 △5,271 △5,345

 法人税等の支払額 △297,422 △445,588

 営業活動によるキャッシュ・フロー 390,022 494,464

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △256,085 △60,888

 投資有価証券の売却による収入 2,113 9,000

 差入保証金の差入による支出 △807 △347

 保険積立金の積立による支出 △3,050 △2,490

 その他 - 30

 投資活動によるキャッシュ・フロー △257,829 △54,697

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） △47,431 △400,058

 長期借入れによる収入 200,000 500,000

 長期借入金の返済による支出 △239,962 △400,765

 配当金の支払額 △102,622 △133,733

 リース債務の返済による支出 △21,600 △21,355

 長期未払金の返済による支出 △10,707 △24,744

 自己株式の純増減額（△は増加） △595 △535

 財務活動によるキャッシュ・フロー △222,918 △481,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,803 8,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,922 △32,554

現金及び現金同等物の期首残高 531,031 443,108

現金及び現金同等物の期末残高 443,108 410,554

 

                                                                                  以 上 


