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平成 25 年８月９日 

各 位 
会 社 名 株式会社 JVC ケンウッド 
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 江口 祥一郎 
 （コード番号 6632  東証第一部） 
問合せ先 広報・IR 統括部長 遠藤 勇 
 （TEL  045-444-5232） 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 26 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 
一部訂正について 

 

 
当社は、平成 25 年 7 月 31 日 14 時 00 分に発表した「平成 26 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕

（連結）」につきまして、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の一部に訂正がありましたので、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。 
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26年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に記載に誤りがあることが判明しましたの

で、訂正いたします。 

 
 

2．訂正の内容 
①添付資料 4 ページ 

 １．当四半期決算に関する定性的情報 

 （２）財政状態に関する説明 
 

【訂正前】 

（キャッシュ・フローの状況に関する分析） 
＊営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第1四半期において営業活動により増加した資金は20億86百万円となり、前年同期比で約８億円収入が減少しま

した。主な要因は、売掛債権の減少による収入の増加はあったものの、当第1四半期に税金等調整前四半期純損失を

計上したことに加えて、仕入債務が減少したことによるものです。 

 

【訂正後】 

（キャッシュ・フローの状況に関する分析） 
＊営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第1四半期において営業活動により増加した資金は26億97百万円となり、前年同期比で約２億円収入が減少しま

した。主な要因は、売掛債権の減少による収入の増加はあったものの、当第1四半期に税金等調整前四半期純損失を

計上したことに加えて、仕入債務が減少したことによるものです。 
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②添付資料 11 ページ 

 3．四半期連結財務諸表 

 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

【訂正前】 

（単位：百万円）

    
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
1,431 △1,569

  減価償却費 2,393 2,712
  のれん償却額 78 80
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,240 803
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △145 △73
  受取利息及び受取配当金 △145 △104
  支払利息 678 594
  持分法による投資損益（△は益） △20 △32
  固定資産除却損 79 14
  固定資産売却損益（△は益） △146 △4
  売上債権の増減額（△は増加） 8,781 12,036
  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,756 △1,694
  仕入債務の増減額（△は減少） △1,111 △6,758
  未払費用の増減額（△は減少） △7,969 △2,819
  その他 1,596 △353
  小計 3,982 2,831
  利息及び配当金の受取額 283 104
  利息の支払額 △442 △449
  法人税等の支払額 △922 △400
  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,901 2,086

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 △1,370 △1,427
  有形固定資産の売却による収入 704 6
  無形固定資産の取得による支出 △1,002 △1,175
  投資有価証券の取得による支出 △3,301 △1

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
－ 1,424

  その他 △389 △9
  投資活動によるキャッシュ・フロー △5,359 △1,181

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） △4,147 1,334
  長期借入れによる収入 2,300 －
  長期借入金の返済による支出 △1,157 △1,966
  配当金の支払額 △693 △693
  その他 △97 △506
  財務活動によるキャッシュ・フロー △3,796 △1,831

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,728 1,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,983 134

現金及び現金同等物の期首残高 65,478 58,146

現金及び現金同等物の四半期末残高  57,494  58,280
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【訂正後】 

（単位：百万円）

    
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△） 
1,431 △1,569

  減価償却費 2,393 2,712
  のれん償却額 78 80
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,240 803
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △145 △73
  受取利息及び受取配当金 △145 △104
  支払利息 678 594
  持分法による投資損益（△は益） △20 △32
  固定資産除却損 79 14
  固定資産売却損益（△は益） △146 △4
  売上債権の増減額（△は増加） 8,781 12,036
  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,756 △1,694
  仕入債務の増減額（△は減少） △1,111 △6,758
  未払費用の増減額（△は減少） △7,969 △2,819
  その他 1,596 257
  小計 3,982 3,442
  利息及び配当金の受取額 283 104
  利息の支払額 △442 △449
  法人税等の支払額 △922 △400
  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,901 2,697

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 △1,370 △1,427
  有形固定資産の売却による収入 704 6
  無形固定資産の取得による支出 △1,002 △1,175
  投資有価証券の取得による支出 △3,301 △1

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
－ 1,424

  その他 △389 △9
  投資活動によるキャッシュ・フロー △5,359 △1,181

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） △4,147 1,334
  長期借入れによる収入 2,300 －
  長期借入金の返済による支出 △1,157 △1,966
  配当金の支払額 △693 △693
  その他 △97 △506
  財務活動によるキャッシュ・フロー △3,796 △1,831

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,728 1,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,983 754

現金及び現金同等物の期首残高 65,478 57,526

現金及び現金同等物の四半期末残高  57,494  58,280
         

 

以 上 


