
 
 

平成 30 年 8 月 10 日 
 
各   位 

 
会社名   トーヨーカネツ株式会社 
代表者名 代表取締役社長 柳川 徹 
（コード番号 6369 東証 第一部） 
問合せ先 執行役員管理本部財務企画部長 米原 岳史 
（TEL. 03-5857-3333） 

 
 

（訂正）2019 年 3 月期第 1 四半期決算概要訂正に関するお知らせ 
 

平成 30 年８月９日に発表しました「2019 年３月期第１四半期決算概要」について、一部訂正がありましたので

下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。 
 
 

記 
 
１． 訂正の内容 
      6 ページ セグメント別受注目標 
      
    
＜訂正前＞ 

 
 
（次葉へ続く） 



 
＜訂正後＞ 

 
 
 
 

以   上 
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業績概要(連結損益計算書)1
2017年6月期 2018年6月期 増減

　売上高 9,162 7,603 △ 1,559

　売上総利益 2,067 921 △ 1,145

　営業利益 728 △ 417 △ 1,146

　　営業利益率 8.0% -5.5% △ 13.5pt

　経常利益 941 △ 148 △ 1,089

　親会社株主に帰属する
　四半期純利益 711 78 △ 632

（単位：百万円）
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				2017年6月期		2018年6月期		増減 ゾウゲン



		　売上高 ウリアゲ ダカ		9,162		7,603		△ 1,559

		　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,067		921		△ 1,145

		　営業利益 エイギョウ リエキ		728		△ 417		△ 1,146

		　　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.0%		-5.5%		△ 13.5pt

		　経常利益 ケイジョウ リエキ		941		△ 148		△ 1,089

		　親会社株主に帰属する
　四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シ ハンキ ジュンリエキ		711		78		△ 632

		受注高 ジュチュウ ダカ		0		0		0





				2017年6月期		2018年6月期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		9,163		7,604		△ 1,559

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2067.796211		921.852746		-1145.943465

		営業利益 エイギョウ リエキ		728.845828		-417.458704		-1146.304532

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.954%		-5.490%		△ 13.4pt

		経常利益 ケイジョウ リエキ		941.694763		-148.228105		-1089.922868

		当期純利益
(四半期純利益) トウキ ジュンリエキ シ ハンキ ジュンリエキ		711.11668		78.743408		-632.373272

		受注高 ジュチュウ ダカ						0







連結セグメント情報2
売上高 セグメント利益

2017年6月期 2018年6月期 2017年6月期 2018年6月期

物流システム事業 4,756 4,272 216 △ 183

機械・プラント事業 3,120 1,746 427 △ 449

報告セグメント計 7,877 6,019 644 △ 633

その他 1,448 1,770 202 325

調整額 △ 162 △ 185 △ 117 △ 110

合計 9,162 7,603 728 △ 417

（単位：百万円）
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				売上高 ウリアゲ ダカ				セグメント利益 リエキ



				2017年6月期		2018年6月期		2017年6月期		2018年6月期

		物流システム事業 ブツリュウ ジギョウ		4,756		4,272		216		△ 183

		機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		3,120		1,746		427		△ 449

		建築事業 ケンチク ジギョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		報告セグメント計 ホウコク ケイ		7,877		6,019		644		△ 633

		その他 タ		1,448		1,770		202		325

		調整額 チョウセイ ガク		△ 162		△ 185		△ 117		△ 110

		合計 ゴウケイ		9,162		7,603		728		△ 417



				売上高 ウリアゲ ダカ				セグメント利益 リエキ

				2017年6月期		2018年6月期		2017年6月期		2018年6月期

		物流システム事業 ブツリュウ ジギョウ		4756.798355		4272.086911		216.560531		-183.274839

		機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		3120.756917		1746.969472		427.704963		-449.892154

		計 ケイ		7877.555272		6019.056383		644.265494		-633.166993

		その他 タ		1448.144326		1770.485446		202.320206		325.975542

		調整額 チョウセイ ガク		-162.820857		-185.719306		-117.739872		-110.267253

		合計 ゴウケイ		9162.878741		7603.822523		728.845828		-417.458704







連結貸借対照表3
（単位：百万円）

2018年3月期 2018年6月期 増減

　流動資産 30,064 27,337 ※1 △ 2,727

　固定資産 25,753 26,223 ※2 469

資産合計 55,818 53,560 △ 2,257

　流動負債 12,698 12,336 ※3 △ 361

　固定負債 6,453 6,300 △ 152

負債合計 19,151 18,637 △ 514

純資産合計 36,666 34,923 ※4 △ 1,742

負債・純資産合計 55,818 53,560 △ 2,257

主な内訳

※1 現金及び預金 △ 2,720

※2 投資有価証券 ＋ 157
建設仮勘定 ＋ 151

※3 賞与引当金 △ 242
未払費用 △ 187

※4 親会社株主に帰属する
四半期純利益
剰余金の配当 △ 930
自己株式の取得 △ 918

＋ 78
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				2018年3月期		2018年6月期				増減

		　流動資産		30,064		27,337		※1		△ 2,727

		　固定資産		25,753		26,223		※2		469



		資産合計 ゴウケイ		55,818		53,560				△ 2,257



				2018年3月期		2018年6月期				増減

		流動資産		30064.760659		27337.269701				-2,727.5

		固定資産		25753.444438		26223.339681				469.9



		資産合計 ゴウケイ		55818.205097		53560.609382				-2,258






Sheet1

		　流動負債		12,698		12,336		※3		△ 361

		　固定負債		6,453		6,300				△ 152

		負債合計		19,151		18,637				△ 514

		純資産合計		36,666		34,923		※4		△ 1,742

		負債・純資産合計 ゴウケイ		55,818		53,560				△ 2,257



										増減

		流動負債		12698.269893		12336.425683				-361.8

		固定負債		6453.34264		6300.581758				-152.8

		負債合計		19151.6		18637.0				-514.6

		純資産合計		36666.592564		34923.601941				-1743.0

		負債・純資産合計 ゴウケイ		55818.205097		53560.609382				-2257.6
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		※1		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		△ 2,720








Sheet1

		※2		投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		＋ 157

				建設仮勘定 ケンセツ カリカンジョウ		＋ 151










Sheet1

		※3		賞与引当金 ショウヨ ヒキアテ キン		△ 242

				未払費用 ミバラ ヒヨウ		△ 187






Sheet1

		※4		親会社株主に帰属する オヤガイシャ カブヌシ キゾク		＋ 78

				四半期純利益 シ ハンキ ジュンリエキ

				剰余金の配当 ジョウヨキン ハイトウ		△ 930

				自己株式の取得 ジコ カブシキ シュトク		△ 918







連結受注高4
（単位：百万円）

2017年6月期 2018年6月期 増減

受 物流システム事業 3,220 4,382 1,162

注 機械・プラント事業 2,581 3,623 1,041

高 その他 226 429 202

合計 6,027 8,434 2,406


Sheet1

						2017年6月期		2018年6月期		増減 ゾウゲン

		受 ウケ		物流システム事業 ブツリュウ ジギョウ		3,220		4,382		1,162

		注 チュウ		機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		2,581		3,623		1,041

		高 ダカ		その他 タ		226		429		202

				合計 ゴウケイ		6,027		8,434		2,406





						2017年6月期		2018年6月期		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				物流システム事業 ブツリュウ ジギョウ		3,220		4,382		1,162

				機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		2,582		3,623		1,041

				その他 タ		226		429		203

				受注高合計 ジュチュウ ダカ ゴウケイ		6,028		8,434		2,406







連結受注残高5
（単位：百万円）

2018年3月期 2018年6月期 増減

受 物流システム事業 20,482 20,592 109

注 機械・プラント事業 6,007 7,883 1,876

残 その他 606 717 111

高 合計 27,095 29,192 2,097
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						2018年3月期		2018年6月期		増減

		受 ウケ		物流システム事業 ブツリュウ ジギョウ		20,482		20,592		109

		注 チュウ		機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		6,007		7,883		1,876

		残 ノコ		その他		606		717		111

		高 ダカ		合計 ゴウケイ		27,095		29,192		2,097





						2018年3月期		2018年6月期		増減

				機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		20,483		20,593		110

				物流システム事業 ブツリュウ ジギョウ		6,007		7,883		1,876

				その他		606		717		111

				受注残高合計 ジュチュウ ザンダカ ゴウケイ		27,096		29,193		2,097







セグメント別受注目標6
（単位：百万円）

2018年3月期実績 2019年3月期目標

物流システム事業 29,717 26,400

機械・プラント事業 8,331 18,000

受
注
目
標


Sheet1

						2018年3月期実績		2019年3月期目標

		受注目標 ジュチュウ モクヒョウ		物流システム事業 ブツリュウ ジギョウ		29,717		26,400

				機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		8,331		18,000

		目 モク		その他		1,317		△ 6,700

		標 ヒョウ		合計 ゴウケイ		39,367		37,700





						2018年3月期実績 ネン ガツキ ジッセキ		2019年3月期目標 モクヒョウ

				物流システム事業 ブツリュウ ジギョウ		29,717		26,400

				機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		8,332		18,000

				その他		1,318		△ 6,700

				受注残高合計 ジュチュウ ザンダカ ゴウケイ		39,367		37,700







2019年3月期連結業績・配当予想7
2018年3月期

実績
2019年3月期

(通期予想) 増減

　売上高 41,758 52,500 ＋ 10,741

　営業利益 2,265 3,020 ＋ 754

　経常利益 2,646 3,340 ＋ 693

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 2,362 2,210 △ 152

　　１株あたり当期純利益（円） 251.26 235.06 △ 16.20

　年間配当金（円） 100.00 100.00 －　 

　　 配当性向（%) 39.8% 42.5% ＋ 2.7pt

（単位：百万円）
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				2018年3月期
実績 ネン ツキ キ ジッセキ		2019年3月期
(通期予想) ネン ツキ キ ツウキ ヨソウ		増減

		　売上高 ウリアゲ ダカ		41,758		52,500		＋ 10,741

		　営業利益 エイギョウ リエキ		2,265		3,020		＋ 754

		　経常利益 ケイジョウ リエキ		2,646		3,340		＋ 693

		　親会社株主に帰属する
　当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ トウキ ジュンリエキ		2,362		2,210		△ 152

		　　１株あたり当期純利益（円） カブ トウキ ジュンリエキ エン		251.26		235.06		△ 16.20



		　年間配当金（円） ネンカン ハイトウキン エン		100.00		100.00		－　

		　　 配当性向（%) ハイトウ セイコウ		39.8%		42.5%		＋ 2.7pt



				2016/３
実績 ジッセキ		2017/3
(通期予想) ツウキ ヨソウ		増減

		受注高 ジュチュウ ダカ		33,741

		受注残高 ジュチュウ ザンダカ		24,127

		売上高 ウリアゲ ダカ		41758.054795		52500		10741.945205

		営業利益 エイギョウ リエキ		2265.441304		3020		754.558696

		経常利益 ケイジョウ リエキ		2646.771325		3340		693.228675

		親会社に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ キゾク トウキ ジュンリエキ		2362.346945		2210		-152.346945

		1株あたり当期純利益 カブ トウキ ジュンリエキ		251.2622		235.06		-16.2022

		年間配当金 ネンカン ハイトウキン		100.00		100.00		0.00

		配当性向 ハイトウ セイコウ		39.80%		42.50%		2.70
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