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平成 30 年 6 月 1 日 

各   位 

会社名   倉庫精練株式会社 

代表者名  代表取締役社長   中前 和宏 

コード   3578 東証 2部 

問合せ先    総務課長      上田 紀昭 

電話番号  076-249-3131 

 

（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 14 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）」にお

いて、一部訂正がありましたので、下記のとおりご報告いたします。 

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おります。 

記 

1．訂正の理由 

 平成 30 年 3 月期決算短信発表後の会計監査人の監査過程におきまして、海外事業の撤退がずれ込

んでいるため海外子会社の減損損失を事業整理損失引当金に変更し、将来発生する撤退費用の見積り

を精査した結果、費用見積額が増加したことと、繰延税金資産の回収見込み額が減少したことにより、

記載の内容の一部訂正が生じましたので、発表済みの決算短信を訂正いたしました。 

 

2.訂正内容 

 （1）サマリー情報 1 ページ 

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） 

[訂正前] 

（1）連結経営成績 
 

 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 3,711 12.0 △200 ― △171 ― △72 ― 

29年3月期 3,314 △4.0 △286 ― △592 ― △768 ― 
 

(注) 包括利益 30年 3月期 △5 百万円( ―％) 29年 3月期 △698 百万円( ―％) 
  

 
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 △10.13 ― △5.7 △4.0 △5.4 

29年3月期 △107.88 ― △48.2 △13.1 △8.6 
 

(参考) 持分法投資損益 30年 3月期 △11百万円 29年 3月期 1 百万円

（2）連結財政状態 
 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たりの純資産 

 百万円  百万円  ％  円 銭  

30年3月期 4.259  1,282  △30.1  180.06  

29年3月期 4,537  1,299  27.3  183.54  
 
(参考) 自己資本 30年 3月期 1,282百万円 29年 3月期 1,242 百万円

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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  

30年3月期 76  △122  △270  726  

29年3月期 272  △93  △732  1,046  
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[訂正後] 

（1）連結経営成績 
 

 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 3,711 12.0 △200 ― △171 ― △137 ― 

29年3月期 3,314 △4.0 △286 ― △592 ― △768 ― 
 

(注) 包括利益 30年 3月期 △70 百万円( ―％) 29年 3月期 △698 百万円( ―％) 
  

 
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 △19.25 ― △11.1 △3.8 △5.4 

29年3月期 △107.88 ― △48.2 △13.1 △8.6 
 

(参考) 持分法投資損益 30年 3月期 △11百万円 29年 3月期 1 百万円

（2）連結財政状態 
 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たりの純資産 

 百万円  百万円  ％  円 銭  

30年3月期 4.527  1,217  26.9  170.97  

29年3月期 4,537  1,299  27.3  183.54  
 
(参考) 自己資本 30年 3月期 1,217百万円 29年 3月期 1,242 百万円

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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  

30年3月期 85  △127  △278  726  

29年3月期 272  △93  △732  1,046  

 

 

 （2）サマリー情報 2 ページ 

（参考）個別業績の概要 

1.平成 30 年 3 月期の個別業績（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日） 

[訂正前] 

（1）個別経営成績 

 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 2,652 5.3 △153 ― △158 ― 38 ― 

29年3月期 2,518 △11.8 △131 ― △30 ― △988 ― 

 

 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 
 円 銭 円 銭 

29年3月期 5.47 ― 

28年3月期 △138.85 ― 
 

（2）個別財政状態 

 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 3,297 551 16.7 77.42 

29年3月期 3,024 510 16.9 71.71 
 
(参考) 自己資本 30年3月期 551百万円  29年3月期 510 百万円
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[訂正後] 

（1）個別経営成績 

 

 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 2,652 5.3 △153 ― △158 ― 3 ― 

29年3月期 2,518 △11.8 △131 ― △30 ― △988 ― 

 

 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 
 円 銭 円 銭 

29年3月期 0.55 ― 

28年3月期 △138.85 ― 
 

（2）個別財政状態 

 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 3,262 516 15.8 72.51 

29年3月期 3,024 510 16.9 71.71 
 

(参考) 自己資本 30年3月期 516百万円  29年3月期 510 百万円

 

 （3）添付資料 2 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] 

この結果、当連結会計年度の売上高は37億11百万円(前年同期比12.0％増)、営業損失は２億円(前年同期は２

億86百万円の損失)、経常損失は１億71百万円(前年同期は５億92百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純

損失は72百万円(前年同期は７億68百万円の損失)となりました。 

 

[訂正後] 

この結果、当連結会計年度の売上高は37億11百万円(前年同期比12.0％増)、営業損失は２億円(前年同期は２

億86百万円の損失)、経常損失は１億71百万円(前年同期は５億92百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純

損失は１億37百万円(前年同期は７億68百万円の損失)となりました。 

 

（2）当期の財政状態の概況 

 

[訂正前] 

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、27億37百万円（前連結会計年度末は26億17百万円）となり、1億

20百円増加しました。これは、現金及び預金が2億20百万円減少したものの、土地売却益に見合った繰延税金資産

等を4億20百万円を計上したことによるものです。また、固定資産の残高は15億21百万円（前連結会計年度末は19

億20百万円）となり、3億98百万円減少しました。これは主に海外メキシコ事業の機械装置3億3百万円の減損損失

を計上したことによるものです。 

 

（負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、22億23百万円（前連結会計年度末は11億28百万円）となり、10

億95百万円増加しました。これは、短期借入金の増加12億60百万円等によるものです。また、固定負債の残高は7

億53百万円（前連結会計年度末は21億９百万円）となり、13億55百万円減少しました。これは、長期借入金の減少

13億24百万円等によるものです。 

  

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産の残高は、12億82百万円（前連結会計年度末は12億99百万円）となり、17百万
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円の減少となりました。 

 

[訂正後] 

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、27億2百万円（前連結会計年度末は26億17百万円）となり、85百

円増加しました。これは、現金及び預金が２億20百万円減少したものの、土地売却益に見合った繰延税金資産等を

3億85百万円を計上したことによるものです。また、固定資産の残高は18億24百万円（前連結会計年度末は19億20

百万円）となり、95百万円減少しました。これは主に減価償却費の計上によるものです。 

 

（負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、25億56百万円（前連結会計年度末は11億28百万円）となり、14

億28百万円増加しました。これは、短期借入金の増加12億60百万円、事業整理損失引当金3億33百万円等によるも

のです。また、固定負債の残高は7億53百万円（前連結会計年度末は21億９百万円）となり、13億55百万円減少し

ました。これは、長期借入金の減少13億24百万円等によるものです。 

  

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産の残高は、12億17百万円（前連結会計年度末は12億99百万円）となり、82百万

円の減少となりました。これは、主に当期純損失の計上によるものです。 

 

 （4）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] 

当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、76百万円の資金の増加となりました。収入の主

な内訳は、減価償却費１億42百万円、減損損失3億3百万円、棚卸資産57百万円等、支出の主な内訳は、税金等調整前

当期純損失4億74百万円、売上債権の増加54百万円です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億22百万円の資金の減少となりました。支出の主な内訳は、定期預金の

預入による支出１億円です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、2 億 70 百万円の資金の減少となりました。収入の主な内訳は、短期借入に

よる収入 13 億 67 百万円、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出 16 億 17 百万円です。 

 

[訂正後] 

当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、85百万円の資金の増加となりました。収入の主

な内訳は、減価償却費１億42百万円、事業整理損失引当金3億33百万円、棚卸資産57百万円等、支出の主な内訳は、

税金等調整前当期純損失5億4百万円、売上債権の増加54百万円です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億27百万円の資金の減少となりました。支出の主な内訳は、定期預金の

預入による支出１億円です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、2億78百万円の資金の減少となりました。収入の主な内訳は、短期借入に

よる収入13億67百万円、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出16億25百万円です。 
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 （5）添付資料 4 ページ 

（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 1,109,712 889,026 

  受取手形及び売掛金 836,301 890,633 

  商品及び製品 153,325 131,340 

  仕掛品 244,158 210,572 

  原材料及び貯蔵品 156,350 154,420 

  繰延税金資産 2,312 420,050 

  その他 116,817 43,529 

  貸倒引当金 △1,818 △1,694 

  流動資産合計 2,617,159 2,737,878 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 3,366,583 3,352,187 

    減価償却累計額 △2,423,040 △2,466,393 

    建物及び構築物（純額） 943,543 885,794 

   機械装置及び運搬具 4,002,771 3,697,379 

    減価償却累計額 △3,485,764 △3,514,017 

    機械装置及び運搬具（純額） 517,007 183,361 

   土地 204,116 205,025 

   リース資産 40,880 45,986 

    減価償却累計額 △18,809 △24,560 

    リース資産（純額） 22,071 21,426 

   その他 105,003 107,423 

    減価償却累計額 △101,753 △103,251 

    その他（純額） 3,249 4,172 

   有形固定資産合計 1,689,989 1,299,780 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 4,093 2,417 

   その他 1,508 1,508 

   無形固定資産合計 5,601 3,925 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 182,112 177,006 

   その他 45,305 40,647 

   貸倒引当金 △2,865 - 

   投資その他の資産合計 224,553 217,654 

  固定資産合計 1,920,143 1,521,360 

 資産合計 4,537,302 4,259,238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

[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 1,109,712 889,026 

  受取手形及び売掛金 836,301 890,633 

  商品及び製品 153,325 131,340 

  仕掛品 244,158 210,572 

  原材料及び貯蔵品 156,350 154,420 

  繰延税金資産 2,312 385,050 

  その他 116,817 43,529 

  貸倒引当金 △1,818 △1,694 

  流動資産合計 2,617,159 2,702,878 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 3,366,583 3,352,187 

    減価償却累計額 △2,423,040 △2,466,393 

    建物及び構築物（純額） 943,543 885,794 

   機械装置及び運搬具 4,002,771 4,000,841 

    減価償却累計額 △3,485,764 △3,514,017 

    機械装置及び運搬具（純額） 517,007 486,824 

   土地 204,116 205,025 

   リース資産 40,880 45,986 

    減価償却累計額 △18,809 △24,560 

    リース資産（純額） 22,071 21,426 

   その他 105,003 107,423 

    減価償却累計額 △101,753 △103,251 

    その他（純額） 3,249 4,172 

   有形固定資産合計 1,689,989 1,603,243 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 4,093 2,417 

   その他 1,508 1,508 

   無形固定資産合計 5,601 3,925 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 182,112 177,006 

   その他 45,305 40,647 

   貸倒引当金 △2,865 - 

   投資その他の資産合計 224,553 217,654 

  固定資産合計 1,920,143 1,824,823 

 資産合計 4,537,302 4,527,701 
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 （5）添付資料 5 ページ 

 

[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 675,623 657,715 

  短期借入金 - 1,260,000 

  1年内返済予定の長期借入金 255,829 69,600 

  リース債務 7,038 10,468 

  未払法人税等 7,918 16,288 

  賞与引当金 19,805 21,603 

  その他 162,078 187,628 

  流動負債合計 1,128,294 2,223,303 

 固定負債   

  長期借入金 1,446,058 121,500 

  リース債務 19,581 13,122 

  繰延税金負債 53,899 50,925 

  役員退職慰労引当金 12,782 17,958 

  退職給付に係る負債 477,886 450,697 

  資産除去債務 95,449 96,730 

  負ののれん 3,438 2,520 

  固定負債合計 2,109,096 753,453 

 負債合計 3,237,390 2,976,756 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 506,000 506,000 

  資本剰余金 130,686 176,681 

  利益剰余金 368,660 296,544 

  自己株式 △2,778 △2,891 

  株主資本合計 1,002,568 976,334 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 19,218 21,555 

  為替換算調整勘定 278,337 309,101 

  退職給付に係る調整累計額 △57,226 △24,509 

  その他の包括利益累計額合計 240,330 306,147 

 非支配株主持分 57,013 - 

 純資産合計 1,299,912 1,282,481 

負債純資産合計 4,537,302 4,259,238 
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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) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 675,623 657,715 

  短期借入金 - 1,260,000 

  1年内返済予定の長期借入金 255,829 69,600 

  リース債務 7,038 10,468 

  未払法人税等 7,918 16,288 

  賞与引当金 19,805 21,603 

  事業整理損失引当金 - 333,462 

  その他 162,078 187,628 

  流動負債合計 1,128,294 2,556,765 

 固定負債   

  長期借入金 1,446,058 121,500 

  リース債務 19,581 13,122 

  繰延税金負債 53,899 50,925 

  役員退職慰労引当金 12,782 17,958 

  退職給付に係る負債 477,886 450,697 

  資産除去債務 95,449 96,730 

  負ののれん 3,438 2,520 

  固定負債合計 2,109,096 753,453 

 負債合計 3,237,390 3,310,219 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 506,000 506,000 

  資本剰余金 130,686 176,681 

  利益剰余金 368,660 231,544 

  自己株式 △2,778 △2,891 

  株主資本合計 1,002,568 911,334 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 19,218 21,555 

  為替換算調整勘定 278,337 309,101 

  退職給付に係る調整累計額 △57,226 △24,509 

  その他の包括利益累計額合計 240,330 306,147 

 非支配株主持分 57,013 - 

 純資産合計 1,299,912 1,217,481 

負債純資産合計 4,537,302 4,527,701 
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 （6）添付資料 6 ページ 

 

（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 3,314,567 3,711,196 

売上原価 3,122,180 3,470,261 

売上総利益 192,387 240,935 

販売費及び一般管理費 479,206 441,263 

営業損失（△） △286,819 △200,328 

営業外収益   

 受取利息 277 939 

 受取配当金 3,402 3,776 

 受取賃貸料 85,401 85,324 

 持分法による投資利益 1,438 - 

 その他 26,257 28,181 

 営業外収益合計 116,777 118,222 

営業外費用   

 支払利息 28,235 26,466 

 賃貸費用 22,577 21,733 

 為替差損 332,563 2,496 

 持分法による投資損失 - 11,323 

 汚染負荷量賦課金 3,449 9,676 

 その他 35,501 17,815 

 営業外費用合計 422,327 89,511 

経常損失（△） △592,369 △171,616 

特別利益   

 有形固定資産売却益 - 171 

 特別利益合計 - 171 

特別損失   

 減損損失 169,019 303,462 

 特別損失合計 169,019 303,462 

税金等調整前当期純損失（△） △761,388 △474,908 

法人税、住民税及び事業税 11,651 19,657 

法人税等調整額 △5,698 △423,172 

法人税等合計 5,953 △403,514 

当期純損失（△） △767,341 △71,393 

非支配株主に帰属する当期純利益 900 723  

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △768,242 △72,116 
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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 3,314,567 3,711,196 

売上原価 3,122,180 3,470,261 

売上総利益 192,387 240,935 

販売費及び一般管理費 479,206 441,263 

営業損失（△） △286,819 △200,328 

営業外収益   

 受取利息 277 939 

 受取配当金 3,402 3,776 

 受取賃貸料 85,401 85,324 

 持分法による投資利益 1,438 - 

 その他 26,257 28,181 

 営業外収益合計 116,777 118,222 

営業外費用   

 支払利息 28,235 26,466 

 賃貸費用 22,577 21,733 

 為替差損 332,563 2,496 

 持分法による投資損失 - 11,323 

 汚染負荷量賦課金 3,449 9,676 

 その他 35,501 17,815 

 営業外費用合計 422,327 89,511 

経常損失（△） △592,369 △171,616 

特別利益   

 有形固定資産売却益 - 171 

 特別利益合計 - 171 

特別損失   

 減損損失 169,019 - 

 事業整理損失引当金繰入額 - 333,462 

 特別損失合計 169,019 333,462 

税金等調整前当期純損失（△） △761,388 △504,908 

法人税、住民税及び事業税 11,651 19,657 

法人税等調整額 △5,698 △388,172 

法人税等合計 5,953 △368,514 

当期純損失（△） △767,341 △136,393 

非支配株主に帰属する当期純利益 900 723 

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △768,242 △137,116 
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 （7）添付資料 7 ページ 

連結包括利益計算書 

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) 

当期純損失（△） △767,341 △71,393 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 5,346 2,279 

 為替換算調整勘定 46,337 30,764 

 退職給付に係る調整額 17,134 32,716 

 その他の包括利益合計 68,818 65,760 

包括利益 △698,523 △5,632 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △699,480 △6,298 

 非支配株主に係る包括利益 957 666 

 

 

[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) 

当期純損失（△） △767,341 △136,393 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 5,346 2,279 

 為替換算調整勘定 46,337 30,764 

 退職給付に係る調整額 17,134 32,716 

 その他の包括利益合計 68,818 65,760 

包括利益 △698,523 △70,632 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △699,480 △71,298 

 非支配株主に係る包括利益 957 666 
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 （8）添付資料 9 ページ 

  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) 

[訂正前] 

 (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 506,000 130,686 368,660 △2,778 1,002,568 

当期変動額      

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
  △72,116  △72,116 

自己株式の取得    △113 △113 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
 45,994   45,994 

当期変動額合計 ― 45,994 △72,116 △113 △26,234 

当期末残高 506,000 176,681 296,544 △2,891 976,334 

 

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 

非支配株主持分 純資産合計 

当期首残高 19,218 278,337 △57,226 240,330 57,013 1,299,912 

当期変動額       

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
     △72,116 

自己株式の取得      △113 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
2,336 30,764 32,716 65,817 △57,013 54,798 

当期変動額合計 2,336 30,764 32,716 65,817 △57,013 △17,430 

当期末残高 21,555 309,101 △24,509 306,147 ― △1,282,481 

 

[訂正後] 

 (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 506,000 130,686 368,660 △2,778 1,002,568 

当期変動額      

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
  △137,116  △137,116 

自己株式の取得    △113 △113 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
 45,994   45,994 

当期変動額合計 ― 45,994 △137,116 △113 △91,234 

当期末残高 506,000 176,681 231,544 △2,891 911,334 

 

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 

非支配株主持分 純資産合計 

当期首残高 19,218 278,337 △57,226 240,330 57,013 1,299,912 

当期変動額       

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
     △137,116 

自己株式の取得      △113 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
2,336 30,764 32,716 65,817 △57,013 54,798 

当期変動額合計 2,336 30,764 32,716 65,817 △57,013 △82,430 

当期末残高 21,555 309,101 △24,509 306,147 ― 1,217,481 
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 （9）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：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損失（△） △761,388 △474,908 

 減価償却費 163,443 142,681 

 持分法による投資損益（△は益） △1,438 11,323 

 有形固定資産売却損益（△は益） - △171 

 減損損失 169,019 303,462 

 その他の償却額 △918 △918 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 12,810 △27,189 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,104 5,175 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 398 1,797 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,584 △2,989 

 受取利息及び受取配当金 △3,679 △4,716 

 支払利息 28,235 26,466 

 為替差損益（△は益） 335,292 2,806 

 売上債権の増減額（△は増加） 166,463 △54,331 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 20,783 57,501 

 仕入債務の増減額（△は減少） 10,212 △17,908 

 その他の資産の増減額（△は増加） 225,331 90,587 

 その他の負債の増減額（△は減少） △36,163 40,667 

 小計 312,712 99,3361 

 利息及び配当金の受取額 3,942 4,716 

 利息の支払額 △28,057 △26,341 

 法人税等の支払額 △16,367 △1,603 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 272,230 76,108 

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 - △100,000 

 有形固定資産の取得による支出 △96,029 △33,070 

 無形固定資産の取得による支出 △706 - 

 その他の収入 3,628 10,551 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △93,106 △122,518 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 - 1,367,000 

 長期借入金の返済による支出 △729,312 △1,617,788 

 自己株式の取得による支出 △153 △11,513 

 非支配株主への配当金の支払額 △570 △285 

 リース債務の返済による支出 △2,521 △8,135 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △732,556 △270,721 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,127 △3,553 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △559,561 △320,686 

現金及び現金同等物の期首残高 1,606,273 1,046,712 

現金及び現金同等物の期末残高 1,046,712 726,026 
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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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純損失（△） △761,388 △504,908 

 減価償却費 163,443 142,681 

 持分法による投資損益（△は益） △1,438 11,323 

 有形固定資産売却損益（△は益） - △171 

 減損損失 169,019 - 

 その他の償却額 △918 △918 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 12,810 △27,189 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,104 5,175 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 398 1,797 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,584 △2,989 

 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） - 333,462 

 受取利息及び受取配当金 △3,679 △4,716 

 支払利息 28,235 26,466 

 為替差損益（△は益） 335,292 △540 

 売上債権の増減額（△は増加） 166,463 △54,331 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 20,783 57,501 

 仕入債務の増減額（△は減少） 10,212 △17,908 

 その他の資産の増減額（△は増加） 225,331 93,934 

 その他の負債の増減額（△は減少） △36,163 64,572 

 小計 312,712 123,241 

 利息及び配当金の受取額 3,942 4,716 

 利息の支払額 △28,057 △26,341 

 法人税等の支払額 △16,367 △16,492 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 272,230 85,123 

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 - △100,000 

 有形固定資産の取得による支出 △96,029 △33,070 

 無形固定資産の取得による支出 △706 - 

 その他の収入 3,628 5,245 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △93,106 △127,825 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 - 1,367,000 

 長期借入金の返済による支出 △729,312 △1,625,764 

 自己株式の取得による支出 △153 △11,513 

 非支配株主への配当金の支払額 △570 △285 

 リース債務の返済による支出 △2,521 △8,135 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △732,556 △278,698 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,127 713 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △559,561 △320,686 

現金及び現金同等物の期首残高 1,606,273 1,046,712 

現金及び現金同等物の期末残高 1,046,712 726,026 
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 （10）添付資料 12 ページ 

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） 

[訂正前] 

(単位：千円) 

報告セグメント 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額  
繊維事業 機械製造販売業 内装業  (注)1 (注)2 

売上高       

  外部顧客への売上高 3,244,375 213,541 253,280 3,711,196 ― 3,711,196 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― 12,777 ― 12,777 △12,777 ― 

計 3,244,375 226,319 253,280 3,723,974 △12,777 3,711,196 

セグメント利益又はセグメ
ント損失(△) 

△256,793 40,284 6,651 △209,856 9,528 △200,328 

セグメント資産 3,782,845 348,890 161,339 4,293,076 △33,837 4,259,238 

セグメント負債 2,832,342 90,126 57,562 2,980,030 △3,274 2,976,756 

その他の項目       

減価償却費 141,558 747 549 142,854 △173 142,681 

持分法適用会社への投資
額 

101,900 ― ― 101,900 ― 101,900 

有形固定資産及び無形固
定資産の増加額 

37,312 863 ― 38,176 ― 38,176 
 
  

[訂正後] 

(単位：千円) 

報告セグメント 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額  
繊維事業 機械製造販売業 内装業  (注)1 (注)2 

売上高       

  外部顧客への売上高 3,244,375 213,541 253,280 3,711,196 ― 3,711,196 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― 12,777 ― 12,777 △12,777 ― 

計 3,244,375 226,319 253,280 3,723,974 △12,777 3,711,196 

セグメント利益又はセグメ
ント損失(△) 

△256,793 40,284 6,651 △209,856 9,528 △200,328 

セグメント資産 4,051,308 348,890 161,339 4,561,538 △33,837 4,527,701 

セグメント負債 3,165,804 90,126 57,562 3,313,492 △3,274 3,310,219 

その他の項目       

減価償却費 141,558 747 549 142,854 △173 142,681 

持分法適用会社への投資
額 

101,900 ― ― 101,900 ― 101,900 

有形固定資産及び無形固
定資産の増加額 

37,312 863 ― 38,176 ― 38,176 
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 （11）添付資料 13 ページ 

【関連情報】 

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) 

[訂正前] 

２．地域ごとの情報 

 (2) 有形固定資産 

  (単位：千円) 

日本 メキシコ 合計 

727,123 572,657 1,299,780 

 

[訂正後] 

２．地域ごとの情報 

 (2) 有形固定資産 

  (単位：千円) 

日本 メキシコ 合計 

727,123 876,120 1,603,243 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

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) 

 [訂正前] 

    (単位：千円) 

 繊維事業 機械製造販売業 内装業 合計 

減損損失 303,462 ― ― 303,462 

（注）主なものは、製造用機械設備等です。 

 

[訂正後] 

該当事項はありません。 
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 （12）添付資料 14 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 183.54円 180.06円 

１株当たり当期純損失金額（△） △107.88円 △10.13円 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額および当期純損失金額の算定上の基礎 

 
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) 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △768,242 △72,116 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △768,242 △72,116 

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,120 7,122 

 

[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 183.54円 170.94円 

１株当たり当期純損失金額（△） △107.88円 △19.25円 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額および当期純損失金額の算定上の基礎 

 
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) 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △768,242 △137,116 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △768,242 △137,116 

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,120 7,122 

 

                                     以 上 


