
 

                            
 

平成 27年 5月 21日 
各   位 

会  社  名 酒井重工業株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 酒井 一郎 

コード番号 ６３５８（東証 第１部） 

問 合 せ 先 管理部長  吉川 孝郎 

TEL  03-3434-3401 

 

 

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 27年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正

に関するお知らせ 

 

 

 平成 27 年５月 15 日に発表致しました「平成 27年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につ

きまして、内容に一部訂正がありましたので、下記のとおり訂正致します。 

 

記 

 

１．訂正理由及び概要 

平成 27 年５月 15 日の公表後に、短期借入金及び長期借入金について組替が発生致しましたので、

訂正致します。 

 概要は次のとおりであります。 

 旧 新 訂正額 

短期借入金 6,123,752 6,844,772 721,020 

長期借入金 1,466,267 745,247 △ 721,020 

借入金合計 7,590,019 7,590,019 － 

 

 

２．訂正内容 

「平成 27 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の以下の訂正を致します。訂正箇所には下線を

付しております。 

＊ 平成 27 年５月 21 日付「（訂正）平成 27 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」一式を、当社

ホームページ（http://www.sakainet.co.jp）に平成 27 年５月 21 日に掲載する予定であります。 

  



 

 

■添付資料４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 

 

【訂正前】 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は 359億９千万円となり、前連結会計年度末に比べ 41億円の増加

となりました。 

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金が 21 億１千万円増加、たな卸資産が 19 億６千万円

増加し、現金及び預金が 13 億２千万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 30 億９千

万円増加し、262億２千万円となりました。 

固定資産につきましては、有形固定資産が３億７千万円増加、投資有価証券が４億６千万円増加し

たことなどにより、前連結会計年度末に比べ 10億円増加し、97億６千万円となりました。 

流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が 12 億円増加、短期借入金が 20 億４万円増加した

ことなどにより、前連結会計年度末に比べ 37 億７千万円増加し、150億８千万円となりました。 

固定負債につきましては、繰延税金負債が８千万円増加し、長期借入金が 14億５千万円減少したこ

となどにより、前連結会計年度末に比べ 14億円減少し、26億円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が９億４千万円増加、その他有価証券評価差額金が３億７千万

円増加、為替換算調整勘定が４億２千万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 17億３

千万円増加し、183 億円となりました。これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ 1.1

ポイント減少し、50.8％となりました。 

 

【訂正後】 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は 359億９千万円となり、前連結会計年度末に比べ 41億円の増加

となりました。 

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金が 21 億１千万円増加、たな卸資産が 19 億６千万円

増加し、現金及び預金が 13 億２千万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 30 億９千

万円増加し、262億２千万円となりました。 

固定資産につきましては、有形固定資産が３億７千万円増加、投資有価証券が４億６千万円増加し

たことなどにより、前連結会計年度末に比べ 10億円増加し、97億６千万円となりました。 

流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が 12 億円増加、短期借入金が 27 億６千万円増加し

たことなどにより、前連結会計年度末に比べ 44億９千万円増加し、158 億円となりました。 

固定負債につきましては、繰延税金負債が８千万円増加し、長期借入金が 21億７千万円減少したこ

となどにより、前連結会計年度末に比べ 21億２千万円減少し、18億８千万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が９億４千万円増加、その他有価証券評価差額金が３億７千万

円増加、為替換算調整勘定が４億２千万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 17億３

千万円増加し、183 億円となりました。これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ 1.1

ポイント減少し、50.8％となりました。 

 

■添付資料４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 

 

【訂正前】 

②キャッシュ・フローの状況 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、５億５千万円（前連結会計年度は８億４千万円の減少）でありま



 

す。 

これは主に、短期借入金の減少額１億７千万円、長期借入れによる収入１億９千万円及び親会社に

よる配当金の支払額３億１千万円を反映したものであります。 

 

【訂正後】 

②キャッシュ・フローの状況 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、５億５千万円（前連結会計年度は８億４千万円の減少）でありま

す。 

これは主に、短期借入金の減少額６億１千万円、長期借入れによる収入６億２千万円及び親会社に

よる配当金の支払額３億１千万円を反映したものであります。 

 

  



 

■添付資料８ページ 

 ４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表 

 

【訂正前】 

  (単位：千円) 

 前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 5,578,261 6,780,982 
短期借入金 4,075,351 6,123,752 
未払法人税等 303,226 520,841 
繰延税金負債 25,500 23,500 
製品保証引当金 146,626 86,682 
その他 1,179,267 1,546,295 
流動負債合計 11,308,233 15,082,054 

固定負債   
長期借入金 2,920,326 1,466,267 
リース債務 259,501 220,049 
繰延税金負債 507,749 594,916 
退職給付に係る負債 62,553 85,431 
その他 261,246 239,472 
固定負債合計 4,011,377 2,606,138 

負債合計 15,319,611 17,688,192 
純資産の部   

株主資本   
資本金 3,115,199 3,115,199 
資本剰余金 6,361,142 6,361,142 
利益剰余金 5,897,050 6,842,676 
自己株式 △50,623 △52,840 
株主資本合計 15,322,768 16,266,177 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 1,111,968 1,483,301 
為替換算調整勘定 110,473 532,132 
退職給付に係る調整累計額 △660 △5,041 
その他の包括利益累計額合計 1,221,780 2,010,391 

少数株主持分 21,576 26,757 
純資産合計 16,566,125 18,303,326 

負債純資産合計 31,885,736 35,991,518 
 

  



 

【訂正後】 

  (単位：千円) 

 前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 5,578,261 6,780,982 
短期借入金 4,075,351 6,844,772 
未払法人税等 303,226 520,841 
繰延税金負債 25,500 23,500 
製品保証引当金 146,626 86,682 
その他 1,179,267 1,546,295 
流動負債合計 11,308,233 15,803,074 

固定負債   
長期借入金 2,920,326 745,247 
リース債務 259,501 220,049 
繰延税金負債 507,749 594,916 
退職給付に係る負債 62,553 85,431 
その他 261,246 239,472 
固定負債合計 4,011,377 1,885,118 

負債合計 15,319,611 17,688,192 
純資産の部   

株主資本   
資本金 3,115,199 3,115,199 
資本剰余金 6,361,142 6,361,142 
利益剰余金 5,897,050 6,842,676 
自己株式 △50,623 △52,840 
株主資本合計 15,322,768 16,266,177 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 1,111,968 1,483,301 
為替換算調整勘定 110,473 532,132 
退職給付に係る調整累計額 △660 △5,041 
その他の包括利益累計額合計 1,221,780 2,010,391 

少数株主持分 21,576 26,757 
純資産合計 16,566,125 18,303,326 

負債純資産合計 31,885,736 35,991,518 
 

  



 

■添付資料 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25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成27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 2,149,572 1,910,138 
減価償却費 395,115 521,888 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,034 △3,248 
製品保証引当金の増減額（△は減少） 78,114 △59,944 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △5,575 10,587 
受取利息及び受取配当金 △55,049 △69,313 
支払利息 126,330 137,119 
固定資産売却損益（△は益） △311 △2,440 
固定資産処分損益（△は益） 36,934 26,370 
投資有価証券売却損益（△は益） － △0 
ゴルフ会員権評価損 400 － 
売上債権の増減額（△は増加） △1,471,782 △1,783,720 
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,040,149 △1,225,451 
仕入債務の増減額（△は減少） 416,065 936,998 
未払費用の増減額（△は減少） △9,678 19,236 
その他 △143,927 △52,457 
小計 2,557,392 365,763 
利息及び配当金の受取額 53,668 63,024 
利息の支払額 △128,209 △138,043 
法人税等の支払額 △312,577 △659,800 
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,170,274 △369,055 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △16,506 △12,006 
定期預金の払戻による収入 120,207 － 
有形固定資産の取得による支出 △607,139 △442,448 
有形固定資産の売却による収入 27,280 3,437 
無形固定資産の取得による支出 △67,101 △68,891 
投資有価証券の売却による収入 － 0 
貸付けによる支出 － △500 
貸付金の回収による収入 4,817 765 
投資活動によるキャッシュ・フロー △538,442 △519,642 

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） △452,424 △179,429 
長期借入れによる収入 230,000 190,404 
長期借入金の返済による支出 △275,550 △95,420 
自己株式の取得による支出 △4,042 △2,217 
配当金の支払額 △212,065 △318,024 
少数株主への配当金の支払額 △1,823 △2,390 
その他 △127,186 △147,493 
財務活動によるキャッシュ・フロー △843,092 △554,571 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,945 49,668 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 770,793 △1,393,601 
現金及び現金同等物の期首残高 4,888,834 5,659,627 
現金及び現金同等物の期末残高 5,659,627 4,266,025 

 

  



 

 

【訂正後】 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成27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 2,149,572 1,910,138 
減価償却費 395,115 521,888 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,034 △3,248 
製品保証引当金の増減額（△は減少） 78,114 △59,944 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △5,575 10,587 
受取利息及び受取配当金 △55,049 △69,313 
支払利息 126,330 137,119 
固定資産売却損益（△は益） △311 △2,440 
固定資産処分損益（△は益） 36,934 26,370 
投資有価証券売却損益（△は益） － △0 
ゴルフ会員権評価損 400 － 
売上債権の増減額（△は増加） △1,471,782 △1,783,720 
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,040,149 △1,225,451 
仕入債務の増減額（△は減少） 416,065 936,998 
未払費用の増減額（△は減少） △9,678 19,236 
その他 △143,927 △52,457 
小計 2,557,392 365,763 
利息及び配当金の受取額 53,668 63,024 
利息の支払額 △128,209 △138,043 
法人税等の支払額 △312,577 △659,800 
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,170,274 △369,055 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △16,506 △12,006 
定期預金の払戻による収入 120,207 － 
有形固定資産の取得による支出 △607,139 △442,448 
有形固定資産の売却による収入 27,280 3,437 
無形固定資産の取得による支出 △67,101 △68,891 
投資有価証券の売却による収入 － 0 
貸付けによる支出 － △500 
貸付金の回収による収入 4,817 765 
投資活動によるキャッシュ・フロー △538,442 △519,642 

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） △452,424 △618,429 
長期借入れによる収入 230,000 629,404 
長期借入金の返済による支出 △275,550 △95,420 
自己株式の取得による支出 △4,042 △2,217 
配当金の支払額 △212,065 △318,024 
少数株主への配当金の支払額 △1,823 △2,390 
その他 △127,186 △147,493 
財務活動によるキャッシュ・フロー △843,092 △554,571 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,945 49,668 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 770,793 △1,393,601 
現金及び現金同等物の期首残高 4,888,834 5,659,627 
現金及び現金同等物の期末残高 5,659,627 4,266,025 

 

以 上 


