
－ 1 － 

  
平成 30 年５月 23 日 

各 位 

         会 社 名   マミヤ・オーピー株式会社 

         代表者名 代表取締役社長   鈴木 聡 

           （コード：7991 東証第 2部） 

         問合せ先 常務取締役   水谷 富士也 

         （TEL. 03-6273-7360）   

  

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 30 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 30 年５月９日に公表いたしました「平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の一部に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につきましても送信いたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

 

 当社は平成 30 年５月９日に東京証券取引所にて「平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕

（連結）」を公表いたしましたが、その後の会計監査において、有価証券の時価評価等に関

して見解の相違があり、会計監査人と協議を重ねた結果、訂正すべきとの結論に至りました

ので、訂正いたします。 

 この訂正により、有価証券評価損を１億円計上するとともに法人税等を調整しております。 

 また、平成 30 年５月９日に公表した「個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ」

については、本日開示いたしました「（訂正）個別業績の前期実績値との差異に関するお知

らせ」を参照して下さい。 
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２．訂正の内容 
 

＜サマリー情報＞ 

１．平成 30 年３月期の連結業績（平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日） 

 （１）連結経営成績 

  

【訂正前】                                （％表示は、対前期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30 年３月期 12,574 △16.0 185 △78.7 132 △85.2 423 △18.0

29 年３月期 14,973 △17.0 872 △31.5 897 △30.5 516 △4.9

（注）包括利益 30 年 3 月期 467 百万円（5.3％） 29 年３月期 443 百万円（△22.7％） 

 

【訂正後】                                （％表示は、対前期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30 年３月期 12,574 △16.0 186 △78.6 133 △85.1 352 △31.8

29 年３月期 14,973 △17.0 872 △31.5 897 △30.5 516 △4.9

（注）包括利益 30 年 3 月期 396 百万円（△10.7％） 29 年３月期 443 百万円（△22.7％） 

 

【訂正前】 

 1 株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整

後 1 株当たり 

当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30 年３月期 45.82 45.71 2.9 0.5 1.5

29 年３月期 55.68 55.53 3.5 3.4 5.8

（参考）持分法投資損益 30 年３月期 119 百万円   29 年３月期 144 百万円 

 

【訂正後】 

 1 株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整

後 1 株当たり 

当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30 年３月期 38.13 38.04 2.4 0.5 1.5

29 年３月期 55.68 55.53 3.5 3.4 5.8

（参考）持分法投資損益 30 年３月期 119 百万円   29 年３月期 144 百万円 

 

 

 （2）連結財政状態 

  

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

30 年３月期 26,985 14,548 53.8 1,570.83

29 年３月期 26,267 14,527 55.2 1,574.54

（参考）自己資本 30 年３月期 14,513 百万円   29 年３月期 14,498 百万円 

 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

30 年３月期 26,898 14,477 53.7 1,563.15

29 年３月期 26,267 14,527 55.2 1,574.54

（参考）自己資本 30 年３月期 14,442 百万円   29 年３月期 14,498 百万円 
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２．配当の状況 

 

【訂正前】 

 年間配当金 

 第 1 四半 

期末 

第 2 四半 

期末 

第 3 四半 

期末 

期末 合計 

配当金

総額

(合計)

配当 

性向

(連結) 

純資産

配当率

(連結)

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

29 年３月期 － 0.00 － 50.00 － 464 90.0 3.2

30 年３月期 － 0.00 － 50.00 50.00 464 109.8 3.2

31 年３月期 

(予想) 

－ 0.00 － 50.00 50.00 464.8 

 ※平成 28 年 10 月１日付で普通株式 10 株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成 29 年３月期 

 の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合を踏まえた金額を記載し、年間配当金合計は「－」 

 として記載しております。 

 

【訂正後】 

 年間配当金 

 第 1 四半 

期末 

第 2 四半 

期末 

第 3 四半 

期末 

期末 合計 

配当金

総額

(合計)

配当 

性向

(連結) 

純資産

配当率

(連結)

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

29 年３月期 － 0.00 － 50.00 － 464 90.0 3.2

30 年３月期 － 0.00 － 50.00 50.00 464 132.0 3.2

31 年３月期 

(予想) 

－ 0.00 － 50.00 50.00 464.8 

 ※平成 28 年 10 月１日付で普通株式 10 株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成 29 年３月期 

 の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合を踏まえた金額を記載し、年間配当金合計は「－」 

 として記載しております。 

 

 

３．平成 31 年３月期の連結業績予想（平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日） 

 （１）連結経営成績 

  

【訂正前】                                （％表示は、対前期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰

属する当期純利

益 

1 株当たり当

期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,500 △0.6 150 △19.3 150 13.1 100 △76.4 10.83

 

【訂正後】                                （％表示は、対前期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰

属する当期純利

益 

1 株当たり当

期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,500 △0.6 150 △19.8 150 12.3 100 △71.6 10.83
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＜添付資料 ２～５ページ＞ 

 

１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

 

【訂正前】 

 

（中略） 

 

その結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は、125 億 74 百万円（前期比 16.0％減）、営業利益は１億 85

百万円（前期比 78.7％減）、経常利益は１億 32 百万円（前期比 85.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は４

億 23 百万円（前期比 18.0％減）となりました。 

 

（電子機器事業セグメント） 

 

（中略） 

この結果、電子機器事業セグメントの売上高は59億68百万円（前期比32.5％減）、営業利益は99百万円（前期比

89.3％減）となりました。 
 

【訂正後】 

 

（中略） 

その結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は、125 億 74 百万円（前期比 16.0％減）、営業利益は１億 86

百万円（前期比 78.6％減）、経常利益は１億 33 百万円（前期比 85.1％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は３

億 52 百万円（前期比 31.8％減）となりました。 

 

（電子機器事業セグメント） 

 

（中略） 

この結果、電子機器事業セグメントの売上高は59億68百万円（前期比32.5％減）、営業利益は１億円（前期比89.2％

減）となりました。 
 

 

（2）当期の財政状態の概況 

 

【訂正前】 

 

（資産） 

当連結会計年度末における流動資産は 144 億 38 百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億５百万円減少いたし

ました。これは主に現金及び預金が３億 33 百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が６億 38 百万円減少した

ことによるものであります。固定資産は 125 億 47 百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億 23 百万円増加いた

しました。これは主に有形固定資産が４億 72 百万円、長期貸付金が４億 92 百万円増加したことによるものであり

ます。 

この結果、総資産は 269 億 85 百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億 18 百万円増加いたしました。 

 

（負債） 

当連結会計年度末における流動負債は 57 億 11 百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億 92 百万円減少いたし

ました。これは主に短期借入金が２億 53 百万円、１年内償還予定の社債が２億円増加したことによるものでありま

す。固定負債は 67 億 24 百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億 90 百万円増加いたしました。これは主に社債

が７億 10 百万円増加したことによるものであります。 

この結果、負債合計は 124 億 36 百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億 97 百万円増加いたしました。 

 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産合計は 145 億 48 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 20 百万円増加いたし

ました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益４億 23 百万円及び剰余金の配当４億 64 百万円によるもので

あります。 

この結果、自己資本比率は 53.8％（前連結会計年度末は 55.2％）となりました。 
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【訂正後】 

 

（資産） 

当連結会計年度末における流動資産は 144 億 37 百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６百万円減少いたし

ました。これは主に現金及び預金が３億 33 百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が６億 38 百万円減少した

ことによるものであります。固定資産は 124 億 61 百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億 37 百万円増加いた

しました。これは主に有形固定資産が４億 72 百万円、長期貸付金が４億 92 百万円増加したことによるものであり

ます。 

この結果、総資産は 268 億 98 百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億 31 百万円増加いたしました。 

 

（負債） 

当連結会計年度末における流動負債は 56 億 96 百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億８百万円減少いたし

ました。これは主に短期借入金が２億 53 百万円、１年内償還予定の社債が２億円増加したことによるものでありま

す。固定負債は 67 億 24 百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億 90 百万円増加いたしました。これは主に社債

が７億 10 百万円増加したことによるものであります。 

この結果、負債合計は 124 億 21 百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億 81 百万円増加いたしました。 

 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産合計は 144 億 77 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 50 百万円減少いたし

ました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益３億 52 百万円及び剰余金の配当４億 64 百万円によるもので

あります。 

この結果、自己資本比率は 53.7％（前連結会計年度末は 55.2％）となりました。 

 

 

（3）当期のキャッシュ・フローの概況 

 

【訂正前】 

 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、長期借入金の返済による支出、連

結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利

益が６億 64 百万円（前期比 23.4％減）、有形固定資産の売却による収入等により、前連結会計年度末に比べ３億 33

百万円増加し、当連結会計年度末には 80 億 64 百万円となりました。 

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は４億 76 百万円（前期比 58.4％減）となりました。これは主に、固定資産売却損

益５億 58 百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益６億 64 百万円、減価償却費３億 78 百万円等によるも

のであります。 

 

（中略） 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 28 年３月期 平成 29 年３月期 平成 30 年３月期

自己資本比率(％) 57.1 55.2 53.8

時価ベースの自己資本比率(％） 58.2 43.7 41.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 3.7 6.9 18.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 17.1 9.3 5.0

（注）自己資本比率                ：  自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率          ：  株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：  有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：  営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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【訂正後】 

 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、長期借入金の返済による支出、連

結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利

益が５億 65 百万円（前期比 34.8％減）、有形固定資産の売却による収入等により、前連結会計年度末に比べ３億 33

百万円増加し、当連結会計年度末には 80 億 64 百万円となりました。 

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は４億 76 百万円（前期比 58.4％減）となりました。これは主に、固定資産売却損

益５億 58 百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益５億 65 百万円、減価償却費３億 78 百万円等によるも

のであります。 

 

（中略） 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 28 年３月期 平成 29 年３月期 平成 30 年３月期

自己資本比率(％) 57.1 55.2 53.7

時価ベースの自己資本比率(％） 58.2 43.7 41.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 3.7 6.9 18.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 17.1 9.3 5.0

（注）自己資本比率                ：  自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率          ：  株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：  有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：  営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

 

（4）今後の見通し 

 

【訂正前】 

 

（中略） 

次期の連結業績につきましては、売上高は 125 億円（前期比 0.6％減）、営業利益は１億 50 百万円（前期比 19.3％

減）、経常利益は１億 50 百万円（前期比 13.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は１億円（前期比 76.4％減）

を見込んでおります。 

 

【訂正後】 

 

（中略） 

次期の連結業績につきましては、売上高は 125 億円（前期比 0.6％減）、営業利益は１億 50 百万円（前期比 19.8％

減）、経常利益は１億 50 百万円（前期比 12.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は１億円（前期比 71.6％減）

を見込んでおります。 
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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) 

資産の部 
流動資産 

現金及び預金 8,130,283 8,464,001

受取手形及び売掛金 3,372,436 2,734,434

商品及び製品 1,437,835 1,626,134

仕掛品 329,285 231,181

原材料及び貯蔵品 1,062,977 932,585

販売用不動産 - 27,900

繰延税金資産 72,876 49,696

その他 152,843 383,442

貸倒引当金 △14,952 △11,269

流動資産合計 14,543,585 14,438,106

固定資産 
有形固定資産 

建物及び構築物 5,092,464 4,967,104

減価償却累計額 △2,521,503 △2,691,079

建物及び構築物（純額） 2,570,960 2,276,024

機械装置及び運搬具 1,523,250 1,520,213

減価償却累計額 △1,256,368 △1,271,310

機械装置及び運搬具（純額） 266,882 248,902

工具、器具及び備品 1,439,749 1,512,462

減価償却累計額 △1,290,935 △1,334,839

工具、器具及び備品（純額） 148,813 177,622

土地 4,745,841 5,530,130

リース資産 31,560 21,780

減価償却累計額 △13,884 △9,438

リース資産（純額） 17,676 12,342

建設仮勘定 61,492 38,873

有形固定資産合計 7,811,665 8,283,896

無形固定資産 
のれん 326,239 239,538

その他 136,346 376,589

無形固定資産合計 462,586 616,128

投資その他の資産 
投資有価証券 2,499,032 2,214,686

長期貸付金 561,706 1,053,770

繰延税金資産 223,437 209,967

その他 235,555 234,955

貸倒引当金 △70,304 △66,135

投資その他の資産合計 3,449,427 3,647,244

固定資産合計 11,723,679 12,547,268

資産合計 26,267,264 26,985,375
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 (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 2,153,848 1,511,709

短期借入金 1,600,000 1,853,000

1年内償還予定の社債 240,000 440,000

1年内返済予定の長期借入金 1,076,962 1,094,716

未払法人税等 211,270 116,371

賞与引当金 84,867 83,422

その他 537,619 612,704

流動負債合計 5,904,568 5,711,924

固定負債 
社債 800,000 1,510,000

長期借入金 4,155,567 3,997,820

繰延税金負債 34,391 401,050

役員退職慰労引当金 33,622 21,936

退職給付に係る負債 642,006 656,212

その他 169,377 137,967

固定負債合計 5,834,964 6,724,987

負債合計 11,739,533 12,436,911

純資産の部 
株主資本 

資本金 3,962,632 3,962,632

資本剰余金 2,260 2,301

利益剰余金 10,074,414 10,033,360

自己株式 △195,414 △183,105

株主資本合計 13,843,892 13,815,188

その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額金 138,470 163,684

為替換算調整勘定 529,219 541,592

退職給付に係る調整累計額 △12,842 △6,609

その他の包括利益累計額合計 654,846 698,668

新株予約権 28,991 24,206

非支配株主持分 - 10,400

純資産合計 14,527,731 14,548,463

負債純資産合計 26,267,264 26,985,375
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【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) 

資産の部 
流動資産 

現金及び預金 8,130,283 8,464,001

受取手形及び売掛金 3,372,436 2,734,434

商品及び製品 1,437,835 1,626,134

仕掛品 329,285 231,181

原材料及び貯蔵品 1,062,977 932,585

販売用不動産 - 27,900

繰延税金資産 72,876 49,157

その他 152,843 383,442

貸倒引当金 △14,952 △11,269

流動資産合計 14,543,585 14,437,568

固定資産 
有形固定資産 

建物及び構築物 5,092,464 4,967,104

減価償却累計額 △2,521,503 △2,691,079

建物及び構築物（純額） 2,570,960 2,276,024

機械装置及び運搬具 1,523,250 1,520,213

減価償却累計額 △1,256,368 △1,271,310

機械装置及び運搬具（純額） 266,882 248,902

工具、器具及び備品 1,439,749 1,512,462

減価償却累計額 △1,290,935 △1,334,839

工具、器具及び備品（純額） 148,813 177,622

土地 4,745,841 5,530,130

リース資産 31,560 21,780

減価償却累計額 △13,884 △9,438

リース資産（純額） 17,676 12,342

建設仮勘定 61,492 38,873

有形固定資産合計 7,811,665 8,283,896

無形固定資産 
のれん 326,239 239,538

その他 136,346 376,589

無形固定資産合計 462,586 616,128

投資その他の資産 
投資有価証券 2,499,032 2,114,682

長期貸付金 561,706 1,053,770

繰延税金資産 223,437 223,746

その他 235,555 234,955

貸倒引当金 △70,304 △66,135

投資その他の資産合計 3,449,427 3,561,019

固定資産合計 11,723,679 12,461,043

資産合計 26,267,264 26,898,611
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 (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 2,153,848 1,511,709

短期借入金 1,600,000 1,853,000

1年内償還予定の社債 240,000 440,000

1年内返済予定の長期借入金 1,076,962 1,094,716

未払法人税等 211,270 100,596

賞与引当金 84,867 83,422

その他 537,619 612,704

流動負債合計 5,904,568 5,696,149

固定負債 
社債 800,000 1,510,000

長期借入金 4,155,567 3,997,820

繰延税金負債 34,391 401,050

役員退職慰労引当金 33,622 21,936

退職給付に係る負債 642,006 656,212

その他 169,377 137,967

固定負債合計 5,834,964 6,724,987

負債合計 11,739,533 12,421,136

純資産の部 
株主資本 

資本金 3,962,632 3,962,632

資本剰余金 2,260 2,301

利益剰余金 10,074,414 9,962,370

自己株式 △195,414 △183,105

株主資本合計 13,843,892 13,744,198

その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額金 138,470 163,684

為替換算調整勘定 529,219 541,592

退職給付に係る調整累計額 △12,842 △6,609

その他の包括利益累計額合計 654,846 698,668

新株予約権 28,991 24,206

非支配株主持分 - 10,400

純資産合計 14,527,731 14,477,474

負債純資産合計 26,267,264 26,898,611
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 

（連結損益計算書） 

 
【訂正前】 
 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日)

売上高 14,973,426 12,574,483

売上原価 9,989,302 8,448,016

売上総利益 4,984,123 4,126,467

販売費及び一般管理費 4,112,113 3,940,492

営業利益 872,010 185,974

営業外収益 
受取利息 9,205 9,023

受取配当金 9,431 8,861

持分法による投資利益 144,134 119,105

固定資産賃貸料 20,346 2,396

その他 37,159 45,245

営業外収益合計 220,278 184,632

営業外費用 
支払利息 110,052 97,690

固定資産賃貸費用 14,541 -

貸倒引当金繰入額 5 1,177

為替差損 27,786 95,541

アレンジメントフィー 16,150 -

その他 26,522 43,554

営業外費用合計 195,058 237,964

経常利益 897,230 132,642

特別利益 
固定資産売却益 1,372 558,677

投資有価証券売却益 84,162 -

特別利益合計 85,535 558,677

特別損失 
固定資産除売却損 443 161

減損損失 52,105 -

移転費用 21,764 -

投資有価証券評価損 6,621 -

投資有価証券売却損 34,390 26,660

特別損失合計 115,326 26,822

税金等調整前当期純利益 867,439 664,497

法人税、住民税及び事業税 279,597 207,690

法人税等調整額 75,311 33,413

法人税等合計 354,908 241,104

当期純利益 512,530 423,393

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主

に帰属する当期純損失（△） △3,559 184

親会社株主に帰属する当期純利益 516,089 423,208
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【訂正後】 
 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成30年３月31日)

売上高 14,973,426 12,574,483

売上原価 9,989,302 8,448,016

売上総利益 4,984,123 4,126,467

販売費及び一般管理費 4,112,113 3,939,532

営業利益 872,010 186,934

営業外収益 
受取利息 9,205 9,023

受取配当金 9,431 8,861

持分法による投資利益 144,134 119,105

固定資産賃貸料 20,346 2,396

その他 37,159 45,245

営業外収益合計 220,278 184,632

営業外費用 
支払利息 110,052 97,690

固定資産賃貸費用 14,541 -

貸倒引当金繰入額 5 1,177

為替差損 27,786 95,541

アレンジメントフィー 16,150 -

その他 26,522 43,554

営業外費用合計 195,058 237,964

経常利益 897,230 133,602

特別利益 
固定資産売却益 1,372 558,677

投資有価証券売却益 84,162 -

特別利益合計 85,535 558,677

特別損失 
固定資産除売却損 443 161

減損損失 52,105 -

移転費用 21,764 -

投資有価証券評価損 6,621 100,004

投資有価証券売却損 34,390 26,660

特別損失合計 115,326 126,826

税金等調整前当期純利益 867,439 565,453

法人税、住民税及び事業税 279,597 192,875

法人税等調整額 75,311 20,174

法人税等合計 354,908 213,049

当期純利益 512,530 352,403

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主

に帰属する当期純損失（△） △3,559 184

親会社株主に帰属する当期純利益 516,089 352,219
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（連結包括利益計算書） 

 

【訂正前】 

 
 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成30年３月31日)

当期純利益 512,530 423,393

その他の包括利益 
その他有価証券評価差額金 △66,300 20,215

繰延ヘッジ損益 △637 -

為替換算調整勘定 △41,168 12,373

退職給付に係る調整額 3,278 6,233

持分法適用会社に対する持分相当額 36,039 4,998

その他の包括利益合計 △68,788 43,821

包括利益 443,742 467,214

（内訳） 
親会社株主に係る包括利益 445,736 467,030

非支配株主に係る包括利益 △1,994 184

 
 
【訂正後】 

 
 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成30年３月31日)

当期純利益 512,530 352,403

その他の包括利益 
その他有価証券評価差額金 △66,300 20,215

繰延ヘッジ損益 △637 -

為替換算調整勘定 △41,168 12,373

退職給付に係る調整額 3,278 6,233

持分法適用会社に対する持分相当額 36,039 4,998

その他の包括利益合計 △68,788 43,821

包括利益 443,742 396,225

（内訳） 
親会社株主に係る包括利益 445,736 396,040

非支配株主に係る包括利益 △1,994 184
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 
【訂正前】 
 

当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 
(単位：千円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
当期首残高 3,962,632 2,260 10,074,414 △195,414 13,843,892

当期変動額   
剰余金の配当  △464,263  △464,263

親会社株主に帰

属する当期純利

益 
 423,208  423,208

自己株式の取得  △1,005 △1,005

新株の発行  41  41

自己株式の処分  13,314 13,314

連結範囲の変動   

株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 
  

当期変動額合計 - 41 △41,054 12,308 △28,704

当期末残高 3,962,632 2,301 10,033,360 △183,105 13,815,188

 

 その他の包括利益累計額 

 
その他有価

証券評価差

額金 

為替換算調

整勘定 
退職給付に係

る調整累計額

その他の包

括利益累計

額合計 

新株予約権 非支配株主

持分 純資産合計

当期首残高 138,470 529,219 △12,842 654,846 28,991 - 14,527,731

当期変動額    
剰余金の配当    △464,263

親会社株主に帰

属する当期純利

益 
   423,208

自己株式の取得    △1,005

新株の発行    41

自己株式の処分    13,314

連結範囲の変動   10,216 10,216

株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 
25,214 12,373 6,233 43,821 △4,785 184 39,220

当期変動額合計 25,214 12,373 6,233 43,821 △4,785 10,400 20,732

当期末残高 163,684 541,592 △6,609 698,668 24,206 10,400 14,548,463
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【訂正後】 

 
当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 

(単位：千円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
当期首残高 3,962,632 2,260 10,074,414 △195,414 13,843,892

当期変動額   
剰余金の配当  △464,263  △464,263

親会社株主に帰

属する当期純利

益 
 352,219  352,219

自己株式の取得  △1,005 △1,005

新株の発行   
自己株式の処分  41 13,355 13,355

連結範囲の変動   

株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 
  

当期変動額合計 - 41 △112,044 12,308 △99,693

当期末残高 3,962,632 2,301 9,962,370 △183,105 13,744,198

 

 その他の包括利益累計額 

 
その他有価

証券評価差

額金 

為替換算調

整勘定 
退職給付に係

る調整累計額

その他の包

括利益累計

額合計 

新株予約権 非支配株主

持分 純資産合計

当期首残高 138,470 529,219 △12,842 654,846 28,991 - 14,527,731

当期変動額    
剰余金の配当    △464,263

親会社株主に帰

属する当期純利

益 
   352,219

自己株式の取得    △1,005

新株の発行    
自己株式の処分    13,355

連結範囲の変動   10,216 10,216

株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 
25,214 12,373 6,233 43,821 △4,785 184 39,220

当期変動額合計 25,214 12,373 6,233 43,821 △4,785 10,400 △50,256

当期末残高 163,684 541,592 △6,609 698,668 24,206 10,400 14,477,474
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（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28年４月１日 
 至 平成29年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成30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 867,439 664,497

減価償却費 407,822 378,582

減損損失 52,105 -

のれん償却額 86,700 86,700

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,129 △7,406

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,578 △1,444

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,460 △11,686

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,158 14,206

受取利息及び受取配当金 △18,637 △17,885

為替差損益（△は益） 48,234 90,579

支払利息 110,052 97,690

持分法による投資損益（△は益） △144,134 △119,105

固定資産除売却損益（△は益） △929 △558,515

投資有価証券評価損益（△は益） 6,621 -

投資有価証券売却損益（△は益） △49,771 26,660

売上債権の増減額（△は増加） 407,080 597,647

たな卸資産の増減額（△は増加） △143,361 157,101

仕入債務の増減額（△は減少） △78,075 △605,482

その他 11,168 37,506

小計 1,562,168 829,648

利息及び配当金の受取額 39,638 31,269

利息の支払額 △123,951 △95,745

法人税等の支払額 △330,231 △288,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,147,623 476,859

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 △2,400 △2,400

有形固定資産の取得による支出 △1,759,140 △259,352

有形固定資産の売却による収入 - 2,226,000

無形固定資産の取得による支出 △16,371 △126,695

投資有価証券の取得による支出 - △117,500

投資有価証券の売却による収入 217,442 40,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 - △886,910

貸付けによる支出 △169,300 △562,264

貸付金の回収による収入 100,503 70,201

その他 116,163 △7,619

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,513,103 373,458



 

－ 17 － 

 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成30年３月31日)

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） 200,000 103,000

長期借入れによる収入 2,100,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △1,031,225 △1,970,048

社債の発行による収入 100,000 1,200,000

社債の償還による支出 △290,000 △290,000

自己株式の売却による収入 114 -

自己株式の取得による支出 △125,215 △1,005

配当金の支払額 △468,747 △465,172

その他 △40,053 △39,932

財務活動によるキャッシュ・フロー 444,872 △513,159

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,025 △3,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68,366 333,718

現金及び現金同等物の期首残高 7,661,917 7,730,283

現金及び現金同等物の期末残高 7,730,283 8,064,001



 

－ 18 － 

【訂正後】 

 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成30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 867,439 565,453

減価償却費 407,822 378,582

減損損失 52,105 -

のれん償却額 86,700 86,700

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,129 △7,406

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,578 △1,444

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,460 △11,686

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,158 14,206

受取利息及び受取配当金 △18,637 △17,885

為替差損益（△は益） 48,234 90,579

支払利息 110,052 97,690

持分法による投資損益（△は益） △144,134 △119,105

固定資産除売却損益（△は益） △929 △558,515

投資有価証券評価損益（△は益） 6,621 100,004

投資有価証券売却損益（△は益） △49,771 26,660

売上債権の増減額（△は増加） 407,080 597,647

たな卸資産の増減額（△は増加） △143,361 157,101

仕入債務の増減額（△は減少） △78,075 △605,482

その他 11,168 36,546

小計 1,562,168 829,648

利息及び配当金の受取額 39,638 31,269

利息の支払額 △123,951 △95,745

法人税等の支払額 △330,231 △288,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,147,623 476,859

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 △2,400 △2,400

有形固定資産の取得による支出 △1,759,140 △259,352

有形固定資産の売却による収入 - 2,226,000

無形固定資産の取得による支出 △16,371 △126,695

投資有価証券の取得による支出 - △117,500

投資有価証券の売却による収入 217,442 40,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 - △886,910

貸付けによる支出 △169,300 △562,264

貸付金の回収による収入 100,503 70,201

その他 116,163 △7,619

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,513,103 373,458



 

－ 19 － 

 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成30年３月31日)

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） 200,000 103,000

長期借入れによる収入 2,100,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △1,031,225 △1,970,048

社債の発行による収入 100,000 1,200,000

社債の償還による支出 △290,000 △290,000

自己株式の売却による収入 114 -

自己株式の取得による支出 △125,215 △1,005

配当金の支払額 △468,747 △465,172

その他 △40,053 △39,932

財務活動によるキャッシュ・フロー 444,872 △513,159

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,025 △3,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68,366 333,718

現金及び現金同等物の期首残高 7,661,917 7,730,283

現金及び現金同等物の期末残高 7,730,283 8,064,001



 

－ 20 － 

＜添付資料 １６ページ＞ 

 

【訂正前】 

 

（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 
４．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29年４月１日 至平成30年３月31日） 

（単位：千円）

 報告セグメント 

 電子機器

事業 
スポーツ

事業 不動産事業 計 
調整額 連結財務諸

表計上額

売上高   

外部顧客への売上高 5,968,456 6,268,259 337,767 12,574,483 - 12,574,483

セグメント間の内部

売上高又は振替高 476 - 15,000 15,476 △15,476 -

計 5,968,932 6,268,259 352,767 12,589,959 △15,476 12,574,483

セグメント利益又は損失

（△） 99,994 △25,549 111,528 185,974 - 185,974

セグメント資産 16,939,729 6,161,615 3,884,030 26,985,375 - 26,985,375

その他の項目   

減価償却費 166,035 180,899 31,647 378,582 - 378,582

のれんの償却額 - 86,700 - 86,700 - 86,700

持分法投資利益 119,105 - - 119,105 - 119,105

減損損失 - - - - - -

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 211,782 179,966 431 392,181 - 392,181



 

－ 21 － 

【訂正後】 

 

（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 
４．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29年４月１日 至平成30年３月31日） 

（単位：千円）

 報告セグメント 

 電子機器

事業 
スポーツ

事業 不動産事業 計 
調整額 連結財務諸

表計上額

売上高   

外部顧客への売上高 5,968,456 6,268,259 337,767 12,574,483 - 12,574,483

セグメント間の内部

売上高又は振替高 476 - 15,000 15,476 △15,476 -

計 5,968,932 6,268,259 352,767 12,589,959 △15,476 12,574,483

セグメント利益又は損失

（△） 100,897 △25,491 111,528 186,934 - 186,934

セグメント資産 16,847,279 6,161,615 3,889,716 26,898,611 - 26,898,611

その他の項目   

減価償却費 166,035 180,899 31,647 378,582 - 378,582

のれんの償却額 - 86,700 - 86,700 - 86,700

持分法投資利益 119,105 - - 119,105 - 119,105

減損損失 - - - - - -

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 211,782 179,966 431 392,181 - 392,181



－ 22 －

＜添付資料 １７ページ＞ 

【訂正前】 

（１株当たり情報）

前連結会計年度

（自 平成28年４月１日

至 平成29年３月31日）

当連結会計年度

（自 平成29年４月１日

至 平成30年３月31日）

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額

1,574円54銭

55円68銭

1,570円83銭

45円82銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 55円53銭 45円71銭

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり
　　であります。    

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

至 平成30年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 516,089 423,208

普通株主に帰属しない金額（千円） - －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益（千円）
516,089 423,208

期中平均株式数（千株） 9,269 9,236

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 23 21

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ －

（注）平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っておりますが、前連結会計年度の期

首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額を算定しております。



 

 － 23 －

【訂正後】 

 

（１株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

（自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成29年４月１日 
至 平成30年３月31日） 

１株当たり純資産額 
１株当たり当期純利益金額  

 
1,574円54銭 

55円68銭  

 
1,563円15銭 

38円13銭  
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 55円53銭 38円04銭 
（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
至 平成30年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 516,089 352,219 

普通株主に帰属しない金額（千円） - － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益（千円） 
516,089 352,219 

期中平均株式数（千株） 9,269 9,236 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千

円） 
－ － 

普通株式増加数（千株） 23 21 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 
－ － 

（注）平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っておりますが、前連結会計年度の期

首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額を算定しております。 
 
 

以 上 


