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（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 14 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、一部訂正がありましたので下記の通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 

 「2019 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」発表後に、連結キャッシュ・フロー計算書及

び関連する箇所の記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。 

  

２.訂正の内容 

 サマリー情報１ページ 

  １． 2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３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 

2019年３月期 2,914 △1,552 △1,104 12,715 

2018年３月期 5,348 △989 △1,145 12,456 

 

 【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 

2019年３月期 2,309 △947 △1,104 12,715 

2018年３月期 5,348 △989 △1,145 12,456 

 

  



 

 添付資料３ページ 

 （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） 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は 29億１千４百万円（前年同期比 45.5％減）となり

ました。これは主に法人税等の支払額 11 億７千万円、売上債権の増額 22 億５千９百万円、税金等調整前

当期純利益 43億２百万円などによるものであります。 

（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による資金の減少は 15億５千２百万円（前年同期比 56.9％増）となり

ました。これは主に有形固定資産の取得による支出 10億５千１百万円、投資有価証券取得による支出３億

３千万円などによるものであります。 

 

【訂正後】 

（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による資金の増加は 23億９百万円（前年同期比 56.8％減）となりまし

た。これは主に法人税等の支払額 11 億７千万円、売上債権の増額 22 億５千９百万円、仕入債務の増額９

億５千６百万円、税金等調整前当期純利益 43億２百万円などによるものであります。 

（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による資金の減少は９億４千７百万円（前年同期比 4.3％減）となりま

した。これは主に有形固定資産の取得による支出 10億５千１百万円、投資有価証券の取得による支出３億

３千万円などによるものであります。 

  



添付資料 10 ページ 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 
【訂正前】 
           (単位：百万円) 
          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 3,446 4,302 

 減価償却費 1,048 1,120 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △322 △0 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 0 

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △136 △14 

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 19 △38 

 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） － △116 

 受取利息及び受取配当金 △18 △24 

 支払利息 13 10 

 固定資産売却損益（△は益） △165 △4 

 投資有価証券売却損益（△は益） △37 △2 

 売上債権の増減額（△は増加） 2,723 △2,259 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △773 498 

 仕入債務の増減額（△は減少） △214 956 

 立替金の増減額（△は増加） △347 △171 

 前受金の増減額（△は減少） － 717 

 未払金の増減額（△は減少） 308 △1,610 

 預り金の増減額（△は減少） 170 682 

 その他 630 8 

 小計 6,324 4,053 

 利息及び配当金の受取額 20 41 

 利息の支払額 △15 △9 

 法人税等の支払額 △981 △1,170 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,348 2,914 

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 △1,012 △1,051 

 有形固定資産の売却による収入 352 6 

 無形固定資産の取得による支出 △56 △141 

 投資有価証券の取得による支出 △349 △330 

 投資有価証券の売却による収入 74 5 

 敷金の回収による収入 10 11 

 敷金の差入による支出 △3 △44 

 その他 △4 △8 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △989 △1,552 

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 △285 △285 

 社債の償還による支出 △100 △100 

 配当金の支払額 △718 △717 

 自己株式の取得による支出 △41 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,145 △1,104 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,213 258 

現金及び現金同等物の期首残高 9,243 12,456 

現金及び現金同等物の期末残高 12,456 12,715 

 
  



 
【訂正後】 
           (単位：百万円) 
          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 3,446 4,302 

 減価償却費 1,048 1,120 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △322 △0 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 0 

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △136 △14 

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 19 △38 

 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） － △116 

 受取利息及び受取配当金 △18 △24 

 支払利息 13 10 

 固定資産売却損益（△は益） △165 △4 

 投資有価証券売却損益（△は益） △37 △2 

 売上債権の増減額（△は増加） 2,723 △2,259 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △773 498 

 仕入債務の増減額（△は減少） △214 956 

 立替金の増減額（△は増加） △347 △171 

 未払金の増減額（△は減少） 308 △1,610 

 預り金の増減額（△は減少） 170 682 

 その他 630 120 

 小計 6,324 3,448 

 利息及び配当金の受取額 20 41 

 利息の支払額 △15 △9 

 法人税等の支払額 △981 △1,170 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,348 2,309 

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 △1,012 △1,051 

 有形固定資産の売却による収入 352 6 

 有形固定資産の売却に係る手付金収入 － 605 

 無形固定資産の取得による支出 △56 △141 

 投資有価証券の取得による支出 △349 △330 

 投資有価証券の売却による収入 74 5 

 敷金の回収による収入 10 11 

 敷金の差入による支出 △3 △44 

 その他 △4 △8 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △989 △947 

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 △285 △285 

 社債の償還による支出 △100 △100 

 配当金の支払額 △718 △717 

 自己株式の取得による支出 △41 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,145 △1,104 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,213 258 

現金及び現金同等物の期首残高 9,243 12,456 

現金及び現金同等物の期末残高 12,456 12,715 

 

以 上 


	１．　2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）

