
平成29年５月23日 

各 位 
株式会社ミマキエンジニアリング 
代 表 取 締 役 社 長  池 田 和 明 
（コード番号：６６３８ 東証第一部）
問い合わせ先  取締役管理本部長 三宅  洋
電 話 番 号 ： ０ ２ ６ ８ － ８ ０ － ０ ０ ５ ８

（訂正・数値データ訂正）「平成29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29年５月11日に公表いたしました「平成29年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について一部訂正す

べき事項がありましたので、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。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

記 

１． 訂正理由 

 「平成29年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、再度精査を行った結果、一部訂正すべき事項があ

ったことから、訂正するものであります。 

２． 訂正内容 

【サマリー情報】 

１． 平成29年３月期の連結業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況

（訂正前） 

（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

29年３月期 2,264 △ 3,349 32 10,010

28年３月期 3,433 △ 2,493 3,386 10,992

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

29年３月期 2,163 △ 3,248 32 10,010

28年３月期 3,433 △ 2,493 3,386 10,992
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【添付資料】４ページ 

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） 

   ＜省略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は22億64百万円（前連結会計年度比11億69百万円の減少）となりました。こ

れは、売上債権の増加７億63百万円等に使用されたものの、税金等調整前当期純利益18億８百万円、減価償却

費15億45百万円等の資金の獲得があったこと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） 

投資活動の結果使用した資金は33億49百万円（同８億56百万円の増加）となりました。これは、有形固定資

産の取得による支出15億 85 百万円、事業譲受による支出６億51百万円等に使用されたことによるものであり

ます。 

   ＜省略＞ 

 
 

（訂正後） 

   ＜省略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は21億63百万円（前連結会計年度比12億70百万円の減少）となりました。こ

れは、売上債権の増加７億63百万円等に使用されたものの、税金等調整前当期純利益18億８百万円、減価償却

費15億45百万円等の資金の獲得があったこと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） 

投資活動の結果使用した資金は32億48百万円（同７億55百万円の増加）となりました。これは、有形固定資

産の取得による支出14億 84 百万円、事業譲受による支出６億51百万円等に使用されたことによるものであり

ます。 

   ＜省略＞ 

 
 

【添付資料】12ページ 

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 

 

平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期

自己資本比率（％） 21.8 24.5 34.9 33.9 32.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
17.8 51.6 85.5 45.1 39.3

キャッシュ･フロー対有利子

負債比率（年）
- 6.7 - 5.3 8.6

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
- 12.9 - 29.1 15.1

平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期

自己資本比率（％） 21.8 24.5 34.9 33.9 32.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
17.8 51.6 85.5 45.1 39.3

キャッシュ･フロー対有利子

負債比率（年）
- 6.7 - 5.3 9.0

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
- 12.9 - 29.1 14.4
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（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27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29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 2,770,946 1,808,350 

減価償却費 1,540,070 1,545,428 

のれん償却額 - 26,464 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35,882 108,983 

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,664 △31,401

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,681 △10,975

製品保証引当金の増減額（△は減少） △30,323 48,710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,012 5,131

受取利息及び受取配当金 △43,246 △57,994

受取保険金 △13,090 △20,424

支払利息 118,697 155,949

持分法による投資損益（△は益） 98,141 21,708

新株予約権戻入益 △212 - 

為替差損益（△は益） 299,862 100,897 

固定資産売却損益（△は益） △13,747 △62,326

売上債権の増減額（△は増加） 11,298 △763,591

たな卸資産の増減額（△は増加） 918,947 △656,839

仕入債務の増減額（△は減少） △627,874 316,700

未収消費税等の増減額（△は増加） 152,932 △79,113

未払金の増減額（△は減少） △57,247 106,512

その他 △191,092 △132

小計 4,855,847 2,562,038 

利息及び配当金の受取額 41,396 56,934 

保険金の受取額 13,090 20,424 

利息の支払額 △118,043 △149,801

法人税等の支払額 △1,374,126 △419,068

法人税等の還付額 15,804 193,861

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,433,969 2,264,389 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の純増減額（△は増加） 2,100 16,366 

有形固定資産の取得による支出 △2,339,066 △1,585,763

有形固定資産の売却による収入 95,195 222,456

無形固定資産の取得による支出 △251,106 △265,451

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
- △471,878 

営業譲受による支出 - △651,539 

短期貸付けによる支出 - △243,601 

その他 △509 △370,455

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,493,387 △3,349,867

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） 511,820 239,826 

長期借入れによる収入 6,050,000 3,700,000 

長期借入金の返済による支出 △2,632,527 △2,885,330

ストックオプションの行使による収入 10,626 - 

自己株式の取得による支出 △88,107 △602,477

リース債務の返済による支出 △113,924 △113,120

配当金の支払額 △351,390 △306,237

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,386,495 32,660 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △323,407 70,417 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,003,669 △982,399

現金及び現金同等物の期首残高 6,989,214 10,992,884 

現金及び現金同等物の期末残高 10,992,884 10,010,484 
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タイプライターテキスト
（訂正前）
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（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27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成29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 2,770,946 1,808,350 

減価償却費 1,540,070 1,545,428 

のれん償却額 - 26,464 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35,882 108,983 

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,664 △31,401 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,681 △10,975 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △30,323 48,710 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,012 5,131 

受取利息及び受取配当金 △43,246 △57,994 

受取保険金 △13,090 △20,424 

支払利息 118,697 155,949 

持分法による投資損益（△は益） 98,141 21,708 

新株予約権戻入益 △212 - 

為替差損益（△は益） 299,862 100,897 

固定資産売却損益（△は益） △13,747 △62,326 

売上債権の増減額（△は増加） 11,298 △763,591 

たな卸資産の増減額（△は増加） 918,947 △656,839 

仕入債務の増減額（△は減少） △627,874 316,700 

未収消費税等の増減額（△は増加） 152,932 △79,113 

未払金の増減額（△は減少） △57,247 106,512 

その他 △191,092 △101,328 

小計 4,855,847 2,460,842 

利息及び配当金の受取額 41,396 56,934 

保険金の受取額 13,090 20,424 

利息の支払額 △118,043 △149,801 

法人税等の支払額 △1,374,126 △419,068 

法人税等の還付額 15,804 193,861 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,433,969 2,163,194 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の純増減額（△は増加） 2,100 16,366 

有形固定資産の取得による支出 △2,339,066 △1,484,567 

有形固定資産の売却による収入 95,195 222,456 

無形固定資産の取得による支出 △251,106 △265,451 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
- △471,878 

営業譲受による支出 - △651,539 

短期貸付けによる支出 - △243,601 

その他 △509 △370,455 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,493,387 △3,248,671 

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） 511,820 239,826 

長期借入れによる収入 6,050,000 3,700,000 

長期借入金の返済による支出 △2,632,527 △2,885,330 

ストックオプションの行使による収入 10,626 - 

自己株式の取得による支出 △88,107 △602,477 

リース債務の返済による支出 △113,924 △113,120 

配当金の支払額 △351,390 △306,237 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,386,495 32,660 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △323,407 70,417 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,003,669 △982,399 

現金及び現金同等物の期首残高 6,989,214 10,992,884 

現金及び現金同等物の期末残高 10,992,884 10,010,484 
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タイプライターテキスト
（訂正後）
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下線
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hiroe_uehara
タイプライターテキスト
以　上




