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2019年６月14日 

各 位 

会 社 名 パシフィックシステム株式会社 

代表者名 代表取締役社長 渡邊 泰博 

 (JASDAQ・コード番号：３８４７) 

問合せ先 総務部長 土谷 稔 

 (TEL.０４８－８４５－２２００) 

 

(訂正・数値データ訂正)「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結) 」 

の一部訂正について 

 

2019年５月13日に発表いたしました「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容について一部訂

正すべき事項がありましたのでお知らせします。 

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します。 

 なお、訂正箇所には下線を付してあります。 

 

記 

 

１．訂正理由 

「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後にキャッシュフロー計算書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．訂正箇所 
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１．経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

【訂正前】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金の増加は、1,006百万円（前連結会計年度は561百万円の資金増加）となりました。

これは、主に支出で仕入債務の減少244百万円、法人税等の支払額232百万円があったものの、収入で税金等調整前

当期純利益758百万円、減価償却費374百万円、売上債権の減少312百万円があったことによります。 

 

【訂正後】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金の増加は、1,006百万円（前連結会計年度は561百万円の資金増加）となりました。

これは、主に支出で仕入債務の減少244百万円、法人税等の支払額228百万円があったものの、収入で税金等調整前

当期純利益758百万円、減価償却費374百万円、売上債権の減少312百万円があったことによります。 
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３．連結財務諸表及び主な注記 

（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 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019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 667,174 758,229 

 減価償却費 363,706 374,058 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △14,625 53,626 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,210 △2,210 

 アフターコスト引当金の増減額（△は減少） 1,319 △7,852 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,559 5,444 

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 2,885 3,801 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,310 △30,540 

 受取利息及び受取配当金 △4,538 △4,563 

 支払利息 1,420 1,830 

 固定資産売却損益（△は益） △280 - 

 固定資産除却損 1,254 1,663 

 売上債権の増減額（△は増加） △824,577 312,272 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △97,908 46,837 

 リース投資資産の増減額（△は増加） 27,489 20,772 

 その他の資産の増減額（△は増加） △4,858 39,920 

 仕入債務の増減額（△は減少） 344,350 △244,277 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 29,123 32,477 

 その他の負債の増減額（△は減少） 281,681 △124,432 

 小計 791,699 1,237,057 

 利息及び配当金の受取額 4,538 4,563 

 利息の支払額 △1,420 △1,830 

 法人税等の支払額 △232,994 △232,994 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 561,823 1,006,795 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △85,991 △92,656 

 有形固定資産の売却による収入 280 - 

 無形固定資産の取得による支出 △87,685 △48,236 

 貸付けによる支出 △12,500 - 

 敷金及び保証金の差入による支出 △25,869 △2,280 

 敷金及び保証金の回収による収入 1,120 996 

 その他 1,049 - 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △209,597 △142,176 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 - - 

 リース債務の返済による支出 △116,695 △127,082 

 配当金の支払額 △125,775 △147,971 

 その他 △2,110 - 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △244,581 △275,054 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 107,644 589,564 

現金及び現金同等物の期首残高 845,456 953,100 

現金及び現金同等物の期末残高 953,100 1,542,665 
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【訂正後】 

 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019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 667,174 758,229 

 減価償却費 363,706 374,058 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △14,625 53,626 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,210 △2,210 

 アフターコスト引当金の増減額（△は減少） 1,319 △7,852 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,559 5,444 

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 2,885 3,801 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,310 △30,540 

 受取利息及び受取配当金 △4,538 △4,563 

 支払利息 1,420 1,830 

 固定資産売却損益（△は益） △280 - 

 固定資産除却損 1,254 1,663 

 売上債権の増減額（△は増加） △824,577 312,272 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △97,908 46,837 

 リース投資資産の増減額（△は増加） 27,489 20,772 

 その他の資産の増減額（△は増加） △4,858 39,920 

 仕入債務の増減額（△は減少） 344,350 △244,277 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 29,123 32,477 

 その他の負債の増減額（△は減少） 281,681 △129,096 

 小計 791,699 1,232,392 

 利息及び配当金の受取額 4,538 4,563 

 利息の支払額 △1,420 △1,830 

 法人税等の支払額 △232,994 △228,329 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 561,823 1,006,795 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △85,991 △92,656 

 有形固定資産の売却による収入 280 - 

 無形固定資産の取得による支出 △87,685 △48,236 

 貸付けによる支出 △12,500 - 

 敷金及び保証金の差入による支出 △25,869 △2,280 

 敷金及び保証金の回収による収入 1,120 996 

 その他 1,049 - 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △209,597 △142,176 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △116,695 △127,082 

 配当金の支払額 △125,775 △147,971 

 その他 △2,110 - 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △244,581 △275,054 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 107,644 589,564 

現金及び現金同等物の期首残高 845,456 953,100 

現金及び現金同等物の期末残高 953,100 1,542,665 

※「長期借入金の返済による支出」を削除 

 

 

以 上  


