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（訂正・数値データ訂正） 

「平成 31年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

平成 30年７月 31日発表の「平成 31年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に

ついて訂正がありましたので、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、訂正後の数値データも送信します。 

なお、訂正箇所には、下線を付して表示しております。 

 

１．訂正の理由  

「平成 31 年３月期 第１四半期決算短信〔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．訂正の内容 

（サマリー情報） 

１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年６月30日） 

（訂正前） 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

31年３月期第１四半期 1,529 18.4 153 △7.4 161 △3.9 103 △8.1 

30年３月期第１四半期 1,291 △9.0 165 13.1 168 14.5 112 18.7 
 
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 142 百万円( 25.9 ％)  30年３月期第１四半期 115 百万円( 14.7 ％) 
  

 

（訂正後） 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

31年３月期第１四半期 1,529 18.4 153 △7.4 161 △3.9 103 △8.1 

30年３月期第１四半期 1,291 △9.0 165 13.1 168 14.5 112 18.7 
 
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 127 百万円( 12.6 ％)  30年３月期第１四半期 115 百万円( 14.7 ％) 



（添付書類） 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）財政状態に関する説明 

②負債 

（訂正前） 

（流動負債） 

流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ321,759千円増加し1,246,298千円となりま

した。これは主に短期借入金が400,000千円、買掛金が60,825千円増加し、未払法人税等

が141,517千円減少したこと等によるものであります。 

 

（訂正後） 

（流動負債） 

流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ321,759千円増加し1,246,298千円となりま

した。これは主に短期借入金が400,000千円、買掛金が60,825千円増加し、未払法人税等

が135,019千円減少したこと等によるものであります。 

 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成30年６月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 348,120 408,946 

  短期借入金 ― 400,000 

  未払金 58,076 104,780 

  未払費用 62,160 104,238 

  未払法人税等 151,987 10,470 

  未払消費税等 64,048 41,123 

  品質保証引当金 9,788 13,109 

  受注損失引当金 5,647 5,636 

  賞与引当金 147,457 12,892 

  その他 77,251 145,100 

  流動負債合計 924,538 1,246,298 

（後略） 

 
 
 
 
 
 
 



（訂正後） 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成30年６月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 348,120 408,946 

  短期借入金 ― 400,000 

  未払金 58,076 104,780 

  未払費用 62,160 97,739 

  未払法人税等 151,987 16,968 

  未払消費税等 64,048 41,123 

  品質保証引当金 9,788 13,109 

  受注損失引当金 5,647 5,636 

  賞与引当金 147,457 12,892 

  その他 77,251 145,100 

  流動負債合計 924,538 1,246,298 

（後略） 

 
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

（訂正前） 
           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

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

四半期純利益 115,848 103,600 

その他の包括利益 ― 39,119 

四半期包括利益 115,848 142,720 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 112,724 142,720 

 非支配株主に係る四半期包括利益 3,124 ― 

 
（訂正後） 
           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

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

四半期純利益 115,848 103,600 

 その他有価証券評価差額金 ― 25,983 

 為替換算調整勘定 ― △2,308 

その他の包括利益 ― 23,675 

四半期包括利益 115,848 127,275 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 112,724 127,275 

 非支配株主に係る四半期包括利益 3,124 ― 



 
以 上 
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