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（訂正・数値データ訂正）「2019年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

 
2018年７月25日15時に発表いたしました「2019年３月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」について訂正すべ

き事項がありましたので、下記の通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。 

  

記 

１．訂正内容及び理由 

2016年12月及び2017年３月に行った企業買収に伴い、無形資産評価等の企業結合に係る暫定的な会計処理を2017年９月

及び2018年３月に確定いたしましたが、「2019年３月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の2018年３月期第１

四半期（前第１四半期連結累計期間）の数値について暫定的な会計処理の確定による重要な見直しが未反映だったため、

反映後の金額に組み替えるものです。 

 

２．訂正の箇所 

 訂正箇所には下線を付して表示しております。 
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＜サマリー情報＞ 

 

（訂正前） 

 

１．2019年３月期第１四半期の連結業績（2018年４月１日～2018年６月30日） 

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）  

 売上収益 営業利益 税引前四半期利益 四半期利益 
親会社株主に 

帰属する 

四半期利益 

四半期包括利益 
合計額 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
2019年３月期第１四半期 240,211 13.6 27,586 64.6 25,026 44.0 18,295 60.5 15,711 64.4 14,438 △1.9 

2018年３月期第１四半期 211,499 31.1 16,763 584.5 17,376 － 11,396 － 9,554 － 14,724 － 

（重要）当社は事業再編等の影響を排除した経営の実態を表示するため、連結損益計算書に表示している営業利益からその他の収益及びその他

の費用を除いた日立グループ統一の利益指標である調整後営業利益を「営業利益」欄に表示しております。なお、2019年３月期第１四半期の営

業利益は25,717百万円（対前年同四半期増減率は52.0％）、2018年３月期第１四半期の営業利益は16,919百万円（対前年同四半期増減率は

361.5%）です。 

 

 

基本的１株当たり 

親会社株主に帰属する 

四半期利益 

希薄化後１株当たり 

親会社株主に帰属する 

四半期利益 
 円 銭 円 銭 
2019年３月期第１四半期 73.88 73.88 

2018年３月期第１四半期 44.93 44.93 

（参考）持分法による投資損益 2019年３月期第１四半期 350百万円 2018年３月期第１四半期 915百万円 

 

 

 

（訂正後） 

 

１．2019年３月期第１四半期の連結業績（2018年４月１日～2018年６月30日） 

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）  

 売上収益 営業利益 税引前四半期利益 四半期利益 
親会社株主に 

帰属する 

四半期利益 

四半期包括利益 
合計額 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
2019年３月期第１四半期 240,211 13.6 27,586 108.8 25,026 81.0 18,295 104.3 15,711 120.9 14,438 17.5 

2018年３月期第１四半期 211,499 31.1 13,213 439.5 13,826 840.6 8,954 － 7,112 － 12,284 － 

（重要）当社は事業再編等の影響を排除した経営の実態を表示するため、連結損益計算書に表示している営業利益からその他の収益及びその他

の費用を除いた日立グループ統一の利益指標である調整後営業利益を「営業利益」欄に表示しております。なお、2019年３月期第１四半期の営

業利益は25,717百万円（対前年同四半期増減率は92.4％）、2018年３月期第１四半期の営業利益は13,369百万円（対前年同四半期増減率は

264.7%）です。 

 

 

基本的１株当たり 

親会社株主に帰属する 

四半期利益 

希薄化後１株当たり 

親会社株主に帰属する 

四半期利益 
 円 銭 円 銭 
2019年３月期第１四半期 73.88 73.88 

2018年３月期第１四半期 33.44 33.44 

（注）2018年３月期年度累計において、企業結合に係る会計処理の確定を行っており、2018年３月期第１四半期の数値については暫定的な会計

処理の確定による重要な見直しが反映された後の金額を記載しております。 

（参考）持分法による投資損益 2019年３月期第１四半期 350百万円 2018年３月期第１四半期 915百万円 
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＜添付資料 ２～３ページ＞ 

 

（訂正前） 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

  

（省略） 

 

 利益項目については、売上原価率・販売管理費率の低減を図り、部品サービスとマイニング事

業の貢献により、調整後営業利益は275億８千６百万円（同64.6％）、営業利益は257億１千７百

万円（同52.0％）、親会社株主に帰属する四半期利益は157億１千１百万円（同64.4％）と大幅

に改善しました。 

 

（省略） 

 

②ソリューションビジネス 

 当事業は、2016年度に連結子会社化した、主としてマイニング設備及び機械のアフターセール

スにおける部品サービス事業を行うBradken社とサービスソリューションを提供するH-E Parts社

で構成されています。 

 当第１四半期連結累計期間の売上収益は、南米等でマイニング機械向けの売上収益が堅調に推

移したものの、米ドルと豪ドルの為替の円高影響も受け、241億３百万円（前年同期増減率△

2.0%）、調整後営業利益は、子会社化に伴う無形資産の償却負担や拠点の統廃合に伴う一時的費

用の増加影響などを受け、11億８千２百万円（同△48.4%）となりました。 

 

上記、①②の売上収益については、セグメント間調整前の数値です。 

 

 

当第１四半期の業績は、以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

 前第１四半期 

連結累計期間 

(A) 

当第１四半期 

連結累計期間 

(B) 

前年同期比 

 増減額 増減率 

 自 2017年４月１日 自 2018年４月１日 (B)-(A) (B)/(A)-1 

 至 2017年６月30日 至 2018年６月30日  (％) 

売上収益 211,499 240,211 28,712 13.6 

調整後営業利益※ 16,763 27,586 10,823 64.6 

営業利益 16,919 25,717 8,798 52.0 

税引前四半期利益 17,376 25,026 7,650 44.0 

親会社株主に帰属する 

四半期利益 
9,554 15,711 6,157 64.4 

（百万円未満は四捨五入して表示しています。） 

 

 ※調整後営業利益は、連結損益計算書に表示している営業利益からその他の収益及び 

  その他の費用を除いた日立グループ統一の利益指標です。 
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（訂正後） 
 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

 
（注）前連結会計年度において、企業結合に係る会計処理の確定を行っており、前第１四半期連結累計期間の数

値については暫定的な会計処理の確定による重要な見直しが反映された後の金額及びこれに基づいた指標を記載

しております。 

 

（省略） 

 

 利益項目については、売上原価率・販売管理費率の低減を図り、部品サービスとマイニング事

業の貢献により、調整後営業利益は275億８千６百万円（同108.8％）、営業利益は257億１千７

百万円（同92.4％）、親会社株主に帰属する四半期利益は157億１千１百万円（同120.9％）と大

幅に改善しました。 

 

（省略） 

 

   ②ソリューションビジネス 

 当事業は、2016年度に連結子会社化した、主としてマイニング設備及び機械のアフターセール

スにおける部品サービス事業を行うBradken社とサービスソリューションを提供するH-E Parts社

で構成されています。 

 当第１四半期連結累計期間の売上収益は、南米等でマイニング機械向けの売上収益が堅調に推

移したものの、米ドルと豪ドルの為替の円高影響も受け、241億３百万円（前年同期増減率△

2.0%）、調整後営業利益は、子会社化に伴う棚卸資産及び無形資産の償却負担が軽減されたもの

の、拠点の統廃合に伴う一時的費用の増加影響などを受け、11億８千２百万円（前年同期は調整

後営業損失12億５千８百万円）となりました。 

 

上記、①②の売上収益については、セグメント間調整前の数値です。 

 

 

当第１四半期の業績は、以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

 前第１四半期 

連結累計期間 

(A) 

当第１四半期 

連結累計期間 

(B) 

前年同期比 

 増減額 増減率 

 自 2017年４月１日 自 2018年４月１日 (B)-(A) (B)/(A)-1 

 至 2017年６月30日 至 2018年６月30日  (％) 

売上収益 211,499 240,211 28,712 13.6 

調整後営業利益※ 13,213 27,586 14,373 108.8 

営業利益 13,369 25,717 12,348 92.4 

税引前四半期利益 13,826 25,026 11,200 81.0 

親会社株主に帰属する 

四半期利益 
7,112 15,711 8,599 120.9 

（百万円未満は四捨五入して表示しています。） 

 

 ※調整後営業利益は、連結損益計算書に表示している営業利益からその他の収益及び 

  その他の費用を除いた日立グループ統一の利益指標です。
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＜添付７ページ＞ 

 

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 

四半期連結累計期間 

要約四半期連結損益計算書 

 

（訂正前） 

 

（単位：百万円） 
 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2017年４月１日 

至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

至 2018年６月30日） 

売上収益 211,499 240,211 

売上原価 △155,619 △169,996 

売上総利益 55,880 70,215 

販売費及び一般管理費 △39,117 △42,629 

調整後営業利益 16,763 27,586 

その他の収益 1,865 1,663 

その他の費用 △1,709 △3,532 

営業利益 16,919 25,717 

金融収益 857 1,688 

金融費用 △1,315 △2,729 

持分法による投資損益 915 350 

税引前四半期利益 17,376 25,026 

法人所得税費用 △5,980 △6,731 

四半期利益 11,396 18,295 

   

四半期利益の帰属   

親会社株主持分 9,554 15,711 

非支配持分 1,842 2,584 

四半期利益 11,396 18,295 

   

基本的１株当たり親会社株主に帰属する四

半期利益（円） 
44.93 73.88 

希薄化後１株当たり親会社株主に帰属する

四半期利益（円） 
44.93 73.88 
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（訂正後） 

 

（単位：百万円） 
 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2017年４月１日 

至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

至 2018年６月30日） 

売上収益 211,499 240,211 

売上原価 △158,336 △169,996 

売上総利益 53,163 70,215 

販売費及び一般管理費 △39,950 △42,629 

調整後営業利益 13,213 27,586 

その他の収益 1,865 1,663 

その他の費用 △1,709 △3,532 

営業利益 13,369 25,717 

金融収益 857 1,688 

金融費用 △1,315 △2,729 

持分法による投資損益 915 350 

税引前四半期利益 13,826 25,026 

法人所得税費用 △4,872 △6,731 

四半期利益 8,954 18,295 

   

四半期利益の帰属   

親会社株主持分 7,112 15,711 

非支配持分 1,842 2,584 

四半期利益 8,954 18,295 

   

基本的１株当たり親会社株主に帰属する四

半期利益（円） 
33.44 73.88 

希薄化後１株当たり親会社株主に帰属する

四半期利益（円） 
33.44 73.88 
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＜添付８ページ＞ 

 

要約四半期連結包括利益計算書 

 

（訂正前） 

（単位：百万円） 
 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2017年４月１日 

至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

至 2018年６月30日） 

四半期利益 11,396 18,295 

その他の包括利益   

純損益に組み替えられない項目   

その他の包括利益を通じて測定する 

金融資産の公正価値の純変動額 
468 △90 

確定給付制度の再測定 △59 △46 

持分法のその他の包括利益 － － 

純損益に組み替えられる可能性のある項

目 
  

在外営業活動体の換算差額 3,985 △2,884 

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価

値の純変動額 
△614 32 

持分法のその他の包括利益 △452 △869 

その他の包括利益合計 3,328 △3,857 

四半期包括利益合計 14,724 14,438 

親会社株主持分 12,447 12,278 

非支配持分 2,277 2,160 

 

 

（訂正後） 

（単位：百万円） 
 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2017年４月１日 

至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

至 2018年６月30日） 

四半期利益 8,954 18,295 

その他の包括利益   

純損益に組み替えられない項目   

その他の包括利益を通じて測定する 

金融資産の公正価値の純変動額 
468 △90 

確定給付制度の再測定 △59 △46 

持分法のその他の包括利益 － － 

純損益に組み替えられる可能性のある項

目 
  

在外営業活動体の換算差額 3,987 △2,884 

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価

値の純変動額 
△614 32 

持分法のその他の包括利益 △452 △869 

その他の包括利益合計 3,330 △3,857 

四半期包括利益合計 12,284 14,438 

親会社株主持分 10,007 12,278 

非支配持分 2,277 2,160 
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＜添付９ページ＞ 

 

（３）要約四半期連結持分変動計算書 

 

（訂正前） 

前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） 

（単位：百万円） 

 親会社株主持分 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 

その他の包括利益累計額 

 
確定給付制

度の再測定 

その他の包

括利益を通

じて測定す

る金融資産

の公正価値

の純変動額 

キャッ

シュ・フ

ロー・ヘッ

ジの公正価

値の純変動

額 

2017年４月１日 81,577 82,553 228,026 △949 7,571 △14 

四半期利益   9,554    

その他の包括利益    △37 468 △614 

四半期包括利益 － － 9,554 △37 468 △614 

自己株式の取得       

自己株式の売却       

支払配当金   △1,701    

利益剰余金への振替       

新株予約権の失効  △498 498    

持分所有者との取引合計 － △498 △1,203 － － － 

2017年６月30日 81,577 82,055 236,377 △986 8,039 △628 

  
（単位：百万円） 

 

親会社株主持分 

非支配持分 
資本の部 

合計 

その他の包括利益累計額 

自己株式 合計 在外営業活

動体の換算

差額 

合計 

2017年４月１日 3,910 10,518 △3,055 399,619 50,811 450,430 

四半期利益  －  9,554 1,842 11,396 

その他の包括利益 3,076 2,893  2,893 435 3,328 

四半期包括利益 3,076 2,893 － 12,447 2,277 14,724 

自己株式の取得  － △3 △3  △3 

自己株式の売却  －  －  － 

支払配当金  －  △1,701  △1,701 

利益剰余金への振替  －  －  － 

新株予約権の失効  －  －  － 

持分所有者との取引合計 － － △3 △1,704 － △1,704 

2017年６月30日 6,986 13,411 △3,058 410,362 53,088 463,450 
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（訂正後） 

 

前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日） 

（単位：百万円） 

 親会社株主持分 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 

その他の包括利益累計額 

 
確定給付制

度の再測定 

その他の包

括利益を通

じて測定す

る金融資産

の公正価値

の純変動額 

キャッ

シュ・フ

ロー・ヘッ

ジの公正価

値の純変動

額 

2017年４月１日 81,577 82,553 228,026 △949 7,571 △14 

四半期利益   7,112    

その他の包括利益    △37 468 △614 

四半期包括利益 － － 7,112 △37 468 △614 

自己株式の取得       

自己株式の売却       

支払配当金   △1,701    

利益剰余金への振替       

新株予約権の失効  △498 498    

持分所有者との取引合計 － △498 △1,203 － － － 

2017年６月30日 81,577 82,055 233,935 △986 8,039 △628 

  
（単位：百万円） 

 

親会社株主持分 

非支配持分 
資本の部 

合計 

その他の包括利益累計額 

自己株式 合計 在外営業活

動体の換算

差額 

合計 

2017年４月１日 3,910 10,518 △3,055 399,619 50,811 450,430 

四半期利益  －  7,112 1,842 8,954 

その他の包括利益 3,078 2,895  2,895 435 3,330 

四半期包括利益 3,078 2,895 － 10,007 2,277 12,284 

自己株式の取得  － △3 △3  △3 

自己株式の売却  －  －  － 

支払配当金  －  △1,701  △1,701 

利益剰余金への振替  －  －  － 

新株予約権の失効  －  －  － 

持分所有者との取引合計 － － △3 △1,704 － △1,704 

2017年６月30日 6,988 13,413 △3,058 407,922 53,088 461,010 
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（訂正前） 

（単位：百万円） 
 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2017年４月１日 

至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

至 2018年６月30日） 

四半期利益 11,396 18,295 

減価償却費 7,832 7,828 

無形資産償却費 831 1,101 

減損損失 236 1,224 

法人所得税費用 5,980 6,731 

持分法による投資損益 △915 △350 

固定資産売却等損益 △56 △155 

金融収益 △857 △1,688 

金融費用 1,315 2,729 

売掛金及び受取手形の増減 10,861 13,657 

ファイナンス・リース債権の増減 △2,947 △922 

棚卸資産の増減 △14,989 △27,999 

買掛金及び支払手形の増減 10,315 △14,955 

退職給付に係る負債の増減 △235 △235 

その他 △13,627 △18,493 

小計 15,140 △13,232 

利息の受取 666 629 

配当金の受取 773 750 

利息の支払 △1,569 △1,191 

法人所得税の支払 △5,624 △13,753 

営業活動に関するキャッシュ・フロー 9,386 △26,797 

有形固定資産の取得 △2,966 △4,996 

有形固定資産の売却 676 2,755 

無形資産の取得 △697 △1,349 

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分

法で会計処理されている投資を含む）の取得 △17,625 － 

短期貸付金の増減 △1,103 △1,199 

長期貸付金の回収 6 3 

その他 △15 △5 

投資活動に関するキャッシュ・フロー △21,724 △4,791 

短期借入金の増減 13,807 39,715 

社債及び長期借入金による調達 17,945 5,244 

社債及び長期借入金の返済 △9,760 △1,395 

ファイナンス・リース債務の返済 △1,129 △1,444 

配当金の支払 △1,701 △10,421 

非支配持分株主への配当金の支払 △8 － 

その他 △3 △2 

財務活動に関するキャッシュ・フロー 19,151 31,697 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 576 △948 

現金及び現金同等物の増減 7,389 △839 

現金及び現金同等物期首残高 65,455 81,929 

現金及び現金同等物期末残高 72,844 81,090 
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（訂正後） 

 

（単位：百万円） 
 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2017年４月１日 

至 2017年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

至 2018年６月30日） 

四半期利益 8,954 18,295 

減価償却費 7,925 7,828 

無形資産償却費 1,571 1,101 

減損損失 236 1,224 

法人所得税費用 4,872 6,731 

持分法による投資損益 △915 △350 

固定資産売却等損益 △56 △155 

金融収益 △857 △1,688 

金融費用 1,315 2,729 

売掛金及び受取手形の増減 10,861 13,657 

ファイナンス・リース債権の増減 △2,947 △922 

棚卸資産の増減 △12,272 △27,999 

買掛金及び支払手形の増減 10,315 △14,955 

退職給付に係る負債の増減 △235 △235 

その他 △13,627 △18,493 

小計 15,140 △13,232 

利息の受取 666 629 

配当金の受取 773 750 

利息の支払 △1,569 △1,191 

法人所得税の支払 △5,624 △13,753 

営業活動に関するキャッシュ・フロー 9,386 △26,797 

有形固定資産の取得 △2,966 △4,996 

有形固定資産の売却 676 2,755 

無形資産の取得 △697 △1,349 

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分

法で会計処理されている投資を含む）の取得 △17,625 － 

短期貸付金の増減 △1,103 △1,199 

長期貸付金の回収 6 3 

その他 △15 △5 

投資活動に関するキャッシュ・フロー △21,724 △4,791 

短期借入金の増減 13,807 39,715 

社債及び長期借入金による調達 17,945 5,244 

社債及び長期借入金の返済 △9,760 △1,395 

ファイナンス・リース債務の返済 △1,129 △1,444 

配当金の支払 △1,701 △10,421 

非支配持分株主への配当金の支払 △8 － 

その他 △3 △2 

財務活動に関するキャッシュ・フロー 19,151 31,697 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 576 △948 

現金及び現金同等物の増減 7,389 △839 

現金及び現金同等物期首残高 65,455 81,929 

現金及び現金同等物期末残高 72,844 81,090 
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（５）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 

（セグメント情報） 

 

 

（訂正前） 

 

②報告セグメントの収益、損益及びその他の項目 

前第１四半期連結累計期間(自2017年４月１日至2017年６月30日) 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 

調整額 

（注１） 

連結 

財務諸表 

計上額 建設機械 

ビジネス 

ソリュー 

ション 

ビジネス 

合計 

売上収益      

外部顧客への売上収益 186,936 24,563 211,499 - 211,499 

セグメント間の売上収益 241 22 263 △263 - 

合計 187,177 24,585 211,762 △263 211,499 

調整後営業利益 14,471 2,292 16,763 - 16,763 

営業利益 14,269 2,650 16,919 - 16,919 

金融収益 - - - 857 857 

金融費用 - - - △1,315 △1,315 

持分法による投資損益 915 - 915 - 915 

税引前当期利益 15,184 2,650 17,834 △458 17,376 

(注１) 調整額は、セグメント間取引消去額、及び事業セグメントに帰属しない全社に係る金額

です。 
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（訂正後） 

 

②報告セグメントの収益、損益及びその他の項目 

前第１四半期連結累計期間(自2017年４月１日至2017年６月30日) 

（単位：百万円） 

 

報告セグメント 

調整額 

（注１） 

連結 

財務諸表 

計上額 建設機械 

ビジネス 

ソリュー 

ション 

ビジネス 

合計 

売上収益      

外部顧客への売上収益 186,936 24,563 211,499 - 211,499 

セグメント間の売上収益 241 22 263 △263 - 

合計 187,177 24,585 211,762 △263 211,499 

調整後営業利益（又は損失） 14,471 △1,258 13,213 - 13,213 

営業利益（又は損失） 14,269 △900 13,369 - 13,369 

金融収益 - - - 857 857 

金融費用 - - - △1,315 △1,315 

持分法による投資損益 915 - 915 - 915 

税引前当期利益（又は損失） 15,184 △900 14,284 △458 13,826 

(注１) 調整額は、セグメント間取引消去額、及び事業セグメントに帰属しない全社に係る金額

です。 

 

（注）前連結会計年度において、企業結合に係る会計処理の確定を行っており、前第１四半期

連結累計期間の数値については暫定的な会計処理の確定による重要な見直しが反映された後の

金額を記載しております。 

 

 

 

 

以上 

 

 


