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2018 年６月 28 日 

各 位 
会  社  名 日特エンジニアリング株式会社                  
代 表 者 名 代表取締役社長            近 藤 進 茂 

 （コード番号    ６１４５） 
問い合わせ先        

役職・氏名  管 理 本 部 長   藤 田 由実子 
電   話 ０ ４ ８ － ８ ３ ７ － ２ ０ １ １                  

 

(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 
  

2018年５月11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)」の記載内容に
一部訂正すべき事項がありましたので、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
たのであわせてお知らせいたします。 
 

記 

 

１． 訂正の理由 

「平成 30 年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後に、記載内容の一部に誤りが判明し

ましたので、訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

   訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

 

添付資料 ７ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記  

（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) 

営業利益 2,873,053 4,020,326 

営業外収益   

 受取利息 34,361 42,291 

 受取配当金 34,723 34,172 

 補助金収入 5,120 37,139 

 その他 69,353 45,026 

 営業外収益合計 143,558 158,629 

営業外費用   

 為替差損 － 61,112 

 固定資産売却損 1,673 15,045 

 固定資産除却損 8,659 19,822 

 その他 11,534 21,658 

 営業外費用合計 21,867 117,639 

経常利益 2,994,744 4,061,317 
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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) 

 営業利益 2,873,053 4,020,326 

 営業外収益   

  受取利息 34,361 42,291 

  受取配当金 34,723 34,172 

  補助金収入 5,120 62,887 

  その他 69,353 45,026 

  営業外収益合計 143,558 184,378 

 営業外費用   

  為替差損 － 61,112 

  固定資産売却損 1,673 15,045 

  固定資産除却損 8,659 19,822 

  固定資産圧縮損 － 25,748 

  その他 11,534 21,658 

  営業外費用合計 21,867 143,387 

 経常利益 2,994,744 4,061,317 
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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 

【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 3,007,518 4,079,695 

 減価償却費 428,027 414,796 

 のれん償却額 15,078 15,078 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,435 △3,112 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 65,416 52,237 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 102,575 48,931 

 受取利息及び受取配当金 △69,317 △76,463 

 有形固定資産売却損益（△は益） － 14,775 

 投資有価証券売却損益（△は益） △12,773 △66,376 

 投資有価証券評価損益（△は益） － 47,998 

 売上債権の増減額（△は増加） △92,982 △995,288 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,932,662 △1,907,548 

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,448,008 104,995 

 補助金収入 △5,120 △37,139 

 未収消費税等の増減額（△は増加） △258,835 △125,810 

 前受金の増減額（△は減少） 792,270 251,347 

 その他 71,111 △236,113 

 小計 4,575,750 1,582,002 

 利息及び配当金の受取額 70,803 74,858 

 法人税等の支払額 △152,131 △829,922 

 法人税等の還付額 278,021 － 

 補助金の受取額 5,120 62,887 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,777,564 889,826 
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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利益 3,007,518 4,079,695 

 減価償却費 428,027 414,796 

 のれん償却額 15,078 15,078 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,435 △3,112 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 65,416 52,237 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 102,575 48,931 

 受取利息及び受取配当金 △69,317 △76,463 

 補助金収入 △5,120 △62,887 

 有形固定資産売却損益（△は益） － 14,775 

 固定資産圧縮損 － 25,748 

 投資有価証券売却損益（△は益） △12,773 △66,376 

 投資有価証券評価損益（△は益） － 47,998 

 売上債権の増減額（△は増加） △92,982 △995,288 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,932,662 △1,907,548 

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,448,008 104,995 

 未収消費税等の増減額（△は増加） △258,835 △125,810 

 前受金の増減額（△は減少） 792,270 251,347 

 その他 71,111 △236,113 

 小計 4,575,750 1,582,002 

 利息及び配当金の受取額 70,803 74,858 

 法人税等の支払額 △152,131 △829,922 

 法人税等の還付額 278,021 － 

 補助金の受取額 5,120 62,887 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,777,564 889,826 
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４．個別財務諸表及び主な注記  

（２）損益計算書 

【訂正前】 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

営業利益 2,405,631 2,937,202 

営業外収益   

 受取利息及び配当金 40,704 41,574 

 補助金収入 5,120 37,139 

 その他 63,356 29,563 

 営業外収益合計 109,180 108,276 

営業外費用   

 債権売却損 2,228 9,475 

 為替差損 － 17,753 

 固定資産売却損 495 13,881 

 固定資産除却損 8,149 19,745 

 その他 7,293 6,930 

 営業外費用合計 18,167 67,787 

経常利益 2,496,644 2,977,691 

 



4 

 

 

【訂正後】 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

営業利益 2,405,631 2,937,202 

営業外収益   

 受取利息及び配当金  40,704  41,574 

 補助金収入 5,120 62,887 

 その他  63,356  29,563 

 営業外収益合計 109,180 134,025 

営業外費用   

 債権売却損 2,228 9,475 

 為替差損 － 17,753 

 固定資産売却損 495 13,881 

 固定資産除却損 8,149 19,745 

 固定資産圧縮損 － 25,748 

 その他 7,293 6,930 

 営業外費用合計 18,167 93,535 

経常利益 2,496,644 2,977,691 

 

以 上 


