
 

                            
 

平成 30 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 30 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 30 年５月 11 日に発表致しました「平成 30 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 30 年５月 11 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 4,817,843 4,605,363 △ 212,480

長期借入金 630,433 842,913 212,480

借入金合計 5,448,277 5,448,277 －

 

 

２．訂正内容 

「平成 30 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 30 年５月 21 日付「（訂正）平成 30 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 30 年５月 21 日に掲載する予定であります。 

  



 

 

■添付資料３ページ 

 １．経営成績等の概況 （２）当期の財政状態の概況 

 

【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 395 億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ 37 億６千万円

の増加となりました。 

流動資産につきましては、現金及び預金が 31 億３千万円増加、受取手形及び売掛金が２億５千万円

増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 35 億６千万円増加し、288 億２千万円となりまし

た。 

固定資産につきましては、投資有価証券が５億３千万円増加し、繰延税金資産が３億１千万円減少

したことなどにより、前連結会計年度末に比べ２億円増加し、107 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 億１千万円増加、短期借入金が４億７千万円増

加、１年内償還予定の社債が７億円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 34 億４千万円

増加し、151 億６千万円となりました。 

固定負債につきましては、社債が１年内に償還となり流動負債に振り替えたため７億円減少、長期

借入金が 11 億円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 15 億４千万円減少し、19 億４千

万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が 15 億７千万円増加、その他有価証券評価差額金が３億６千万

円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 18 億７千万円増加し、224 億７千万円となりま

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 0.7 ポイント減少し、56.7％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 395 億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ 37 億６千万円

の増加となりました。 

流動資産につきましては、現金及び預金が 31 億３千万円増加、受取手形及び売掛金が２億５千万円

増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 35 億６千万円増加し、288 億２千万円となりまし

た。 

固定資産につきましては、投資有価証券が５億３千万円増加し、繰延税金資産が３億１千万円減少

したことなどにより、前連結会計年度末に比べ２億円増加し、107 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 億１千万円増加、短期借入金が２億６千万円増

加、１年内償還予定の社債が７億円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 32 億３千万円

増加し、149 億５千万円となりました。 

固定負債につきましては、社債が１年内に償還となり流動負債に振り替えたため７億円減少、長期

借入金が８億９千万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 13 億３千万円減少し、21

億５千万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が 15 億７千万円増加、その他有価証券評価差額金が３億６千万

円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ 18 億７千万円増加し、224 億７千万円となりま

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 0.7 ポイント減少し、56.7％となりま

した。 
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 ３．連結財務諸表及び主な注記 （１）連結貸借対照表 

 

【訂正前】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 5,585,000 6,804,460

1年内償還予定の社債 － 700,000

短期借入金 4,340,679 4,817,843

未払法人税等 179,549 766,211

繰延税金負債 20,000 46,000

製品保証引当金 166,314 203,688

その他 1,429,769 1,828,913

流動負債合計 11,721,313 15,167,117

固定負債 

社債 700,000 －

長期借入金 1,737,701 630,433

リース債務 129,642 233,798

繰延税金負債 614,514 753,865

退職給付に係る負債 105,935 118,530

その他 204,679 208,160

固定負債合計 3,492,473 1,944,787

負債合計 15,213,787 17,111,905

 

 

【訂正後】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 5,585,000 6,804,460

1年内償還予定の社債 － 700,000

短期借入金 4,340,679 4,605,363

未払法人税等 179,549 766,211

繰延税金負債 20,000 46,000

製品保証引当金 166,314 203,688

その他 1,429,769 1,828,913

流動負債合計 11,721,313 14,954,637

固定負債 

社債 700,000 －

長期借入金 1,737,701 842,913

リース債務 129,642 233,798

繰延税金負債 614,514 753,865

退職給付に係る負債 105,935 118,530

その他 204,679 208,160

固定負債合計 3,492,473 2,157,267

負債合計 15,213,787 17,111,905

 

以 上 


