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問合せ責任者                

取締役管理本部長  久保 輝明 

（ＴＥＬ ０２６－２２８－０１１１） 

 

 
（訂正・数値データ訂正）平成 30年 6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 8 月 10 日に公表いたしました「平成 30 年 6 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容

に一部訂正がございますので、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も送信いたします。なお、訂正部分には下線を付しております。 

 

記 
 

１． 訂正理由 

「平成 30 年 6 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」発表後に連結財務諸表の一部に誤りがあることが

判明したため、関連する数値の訂正を行うものであります。 
 

２． 訂正箇所 

＜添付書類２ページ＞ 

 

１．経営成績等の概況 

 (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18,409百万円となり、前連結会計年度末に比べ240百万円増加いたしまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が799百万円減少したものの、現金及び預金が766百万円、たな卸資産が130百

万円増加したことによるものであります。固定資産は15,047百万円となり、前連結会計年度末に比べ116百万円増

加いたしました。これは主に有形固定資産が174百万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、33,457百万円となり、前連結会計年度末に比べ356百万円増加いたしました。 

 

（訂正後） 

（資産） 

当連結会計年度末における流動資産は18,771百万円となり、前連結会計年度末に比べ602百万円増加いたしまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が799百万円減少したものの、現金及び預金が766百万円、たな卸資産が130百

万円及びその他流動資産が446百万円増加したことによるものであります。固定資産は14,685百万円となり、前連

結会計年度末に比べ245百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が174百万円増加したものの、投資その

他の資産のその他が544百万円減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は、33,457百万円となり、前連結会計年度末に比べ356百万円増加いたしました。 
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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：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成29年６月30日) 

当連結会計年度 

(平成30年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,927 3,694 

受取手形及び売掛金 11,359 10,560 

商品及び製品 2,283 2,386 

仕掛品 431 419 

原材料及び貯蔵品 269 309 

繰延税金資産 224 271 

その他 717 802 

貸倒引当金 △44 △34 

流動資産合計 18,169 18,409 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,452 8,179 

減価償却累計額 △5,900 △5,661 

建物及び構築物（純額） 2,552 2,518 

機械装置及び運搬具 6,095 6,138 

減価償却累計額 △4,211 △4,309 

機械装置及び運搬具（純額） 1,883 1,828 

土地 6,151 6,095 

リース資産 278 271 

減価償却累計額 △132 △146 

リース資産（純額） 146 124 

建設仮勘定 34 407 

その他 1,854 1,842 

減価償却累計額 △1,529 △1,550 

その他（純額） 324 292 

有形固定資産合計 11,092 11,266 

無形固定資産   

のれん 281 302 

その他 317 339 

無形固定資産合計 599 642 

投資その他の資産   

投資有価証券 871 848 

繰延税金資産 435 482 

その他 2,170 2,024 

貸倒引当金 △238 △217 

投資その他の資産合計 3,239 3,138 

固定資産合計 14,931 15,047 

資産合計 33,100 33,457 



 

（訂正後） 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成29年６月30日) 

当連結会計年度 

(平成30年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,927 3,694 

受取手形及び売掛金 11,359 10,560 

商品及び製品 2,283 2,386 

仕掛品 431 419 

原材料及び貯蔵品 269 309 

繰延税金資産 224 271 

その他 717 1,164 

貸倒引当金 △44 △34 

流動資産合計 18,169 18,771 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,452 8,179 

減価償却累計額 △5,900 △5,661 

建物及び構築物（純額） 2,552 2,518 

機械装置及び運搬具 6,095 6,138 

減価償却累計額 △4,211 △4,309 

機械装置及び運搬具（純額） 1,883 1,828 

土地 6,151 6,095 

リース資産 278 271 

減価償却累計額 △132 △146 

リース資産（純額） 146 124 

建設仮勘定 34 407 

その他 1,854 1,842 

減価償却累計額 △1,529 △1,550 

その他（純額） 324 292 

有形固定資産合計 11,092 11,266 

無形固定資産   

のれん 281 302 

その他 317 339 

無形固定資産合計 599 642 

投資その他の資産   

投資有価証券 871 848 

繰延税金資産 435 482 

その他 2,170 1,625 

貸倒引当金 △238 △180 

投資その他の資産合計 3,239 2,776 

固定資産合計 14,931 14,685 

資産合計 33,100 33,457 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

  (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年７月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年７月１日 

 至 平成30年６月30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 1,036 534 

減価償却費 572 653 

減損損失 － 80 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 △36 

賞与引当金の増減額（△は減少） 70 △84 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 20 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 23 

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 277 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 82 86 

負ののれん発生益 △171 － 

のれん償却額 12 81 

受取利息及び受取配当金 △35 △45 

支払利息 138 125 

持分法による投資損益（△は益） 175 95 

為替差損益（△は益） △62 △10 

固定資産売却損益（△は益） 8 △9 

固定資産除却損 11 35 

投資有価証券評価損益（△は益） △24 19 

移転費用 － 178 

売上債権の増減額（△は増加） △1,496 817 

たな卸資産の増減額（△は増加） △358 △128 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △205 △11 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,028 △380 

前受金の増減額（△は減少） 15 153 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 30 349 

その他 33 27 

小計 890 2,853 

利息及び配当金の受取額 27 40 

利息の支払額 △140 △118 

移転費用の支払額 － △82 

法人税等の支払額 △368 △606 

営業活動によるキャッシュ・フロー 409 2,086 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△856 － 

有形固定資産の取得による支出 △480 △894 

有形固定資産の売却による収入 11 130 

無形固定資産の取得による支出 △8 △30 

投資有価証券の取得による支出 △2 △3 

貸付けによる支出 △5 △5 

貸付金の回収による収入 7 5 

定期預金の預入による支出 △494 △510 

定期預金の払戻による収入 489 612 

その他 65 66 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,272 △630 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

  (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年７月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年７月１日 

 至 平成30年６月30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 1,036 534 

減価償却費 572 653 

減損損失 － 80 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 △72 

賞与引当金の増減額（△は減少） 70 △84 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 20 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 23 

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 277 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 82 86 

負ののれん発生益 △171 － 

のれん償却額 12 81 

受取利息及び受取配当金 △35 △45 

支払利息 138 125 

持分法による投資損益（△は益） 175 95 

為替差損益（△は益） △62 △10 

固定資産売却損益（△は益） 8 △9 

固定資産除却損 11 35 

投資有価証券評価損益（△は益） △24 19 

移転費用 － 178 

売上債権の増減額（△は増加） △1,496 817 

たな卸資産の増減額（△は増加） △358 △128 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △205 △373 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,028 △380 

前受金の増減額（△は減少） 15 153 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 30 349 

その他 33 426 

小計 890 2,853 

利息及び配当金の受取額 27 40 

利息の支払額 △140 △118 

移転費用の支払額 － △82 

法人税等の支払額 △368 △606 

営業活動によるキャッシュ・フロー 409 2,086 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△856 － 

有形固定資産の取得による支出 △480 △894 

有形固定資産の売却による収入 11 130 

無形固定資産の取得による支出 △8 △30 

投資有価証券の取得による支出 △2 △3 

貸付けによる支出 △5 △5 

貸付金の回収による収入 7 5 

定期預金の預入による支出 △494 △510 

定期預金の払戻による収入 489 612 

その他 65 66 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,272 △630 

 

 

以上 


