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  平成26年６月16日 

各      位 
 会 社 名 株  式  会  社  理  経 
                                                      代表者名  代表取締役社長  黒田 哲夫 
  （コード番号 ８２２６ 東証第二部） 
 問合せ先  取締役経理部長 長谷川 章詞 
  （ TEL．03－3345－2153 ） 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成26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26年５月12日に発表いたしました「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に 

ついて、一部誤りがございましたので下記のとおり訂正いたします。 
なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 
 

記 
【訂正箇所 14ページ】 

 
●訂正前 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

  

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 84,772 76,725 

〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

その他 △13,858 △3,413 

 小計 1,178,971 △272,728 

 利息及び配当金の受取額 1,279 2,088 

 有価証券利息  - 986 

 〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155,625 △290,280 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

 差入保証金の差入による支出 △3,195 △2,187 

 差入保証金の回収による収入 1,196 1,990 

 〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 452,429 △157,562 

 〈後略〉 〈後略〉 〈後略〉 
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●訂正後 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

  

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 84,759 76,725 

〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

その他 △13,845 △3,413 

 小計 1,178,971 △272,728 

 利息及び配当金の受取額 1,279 3,074 

 〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155,625 △290,280 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

 差入保証金の差入による支出 △3,195 △4,475 

 差入保証金の回収による収入 1,196 4,278 

 〈中略〉 〈中略〉 〈中略〉 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 452,429 △157,562 

 〈後略〉 〈後略〉 〈後略〉 

 

【訂正箇所 19ページ】 

●訂正前 

（セグメント情報等） 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

（単位：千円）

 報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表 

計上額 
 

システムソリ 

ューション 

ネットワー 

クソリュー 

ション 

電子部品及び

機器 
合計 

売上高   

外部顧客への売上高 3,497,886 1,318,255 2,999,228 7,815,371 - 7,815,371

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
15,994 69,757 1,394 87,146 △87,146 -

計 3,513,881 1,388,013 3,000,622 7,902,517 △87,146 7,815,371

セグメント利益又は損

失（△） 
70,884 △24,554 118,340 164,669 - 164,669

セグメント資産 3,068,723 1,260,808 1,921,011 6,250,543 662,041 6,912,584

その他の項目   

減価償却費 5,263 16,819 4,476 26,558 - 26,558

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
745 6,074 1,914 8,734 - 8,734
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●訂正後 

（セグメント情報等） 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

（単位：千円）

 報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表 

計上額 
 

システムソリュ

ーション 

ネットワーク

ソリューショ

ン 

電子部品及び機

器 
合計 

売上高   

外部顧客への売上高 3,497,886 1,318,255 2,999,228 7,815,371 - 7,815,371

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
15,994 69,757 1,394 87,146 △87,146 -

計 3,513,881 1,388,013 3,000,622 7,902,517 △87,146 7,815,371

セグメント利益又は損

失（△） 
70,884 △24,554 118,340 164,669 - 164,669

セグメント資産 2,876,731 1,260,451 2,113,360 6,250,543 662,041 6,912,584

その他の項目   

減価償却費 5,263 16,819 4,476 26,558 - 26,558

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
745 6,074 1,914 8,734 - 8,734

 

以 上 


