
平成31年３月26日

各 位

会 社 名 株式会社小田原エンジニアリング

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 宮 脇 伸 郎

（コード番号 6149 JASDAQ）

問合せ先

役職・氏名 専務取締役兼管理部長 保 科 雅 彦

（電話 0465－83－1122）

(訂正・数値データ訂正)

「平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

平成31年２月14日に公表いたしました「平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に一部訂正する事項が

ございましたので、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、訂正箇所には、下線を付して表示しております。

記

１．訂正の理由

平成31年２月14日の公表後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものでありま

す。

２．訂正の内容

（１）サマリー情報 ２ページ

【訂正前】

（参考）個別業績の概要

１．平成30年12月期の個別業績（平成30年１月１日～平成30年12月31日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　30年12月期 7,399 8.7 889 △11.3 963 △10.8 744 △61.1

　29年12月期 6,806 40.2 1,002 112.5 1,080 73.7 1,912 367.6

【訂正後】

（参考）個別業績の概要

１．平成30年12月期の個別業績（平成30年１月１日～平成30年12月31日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　30年12月期 7,399 8.7 889 △11.3 1,015 △6.0 744 △61.1

　29年12月期 6,806 40.2 1,002 112.5 1,080 73.7 1,912 367.6
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（２）添付資料11ページ

【訂正前】

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

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12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 2,978,074 1,183,689

減価償却費 283,701 302,344

固定資産除売却損益（△は益） △66,587 △35,135

投資有価証券売却損益（△は益） △1,584,525 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,800 △139,390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △6,259 △4,042

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △17,645 28,035

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,723 △2,906

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） 3,211 △7,314

貸倒引当金の増減額（△は減少） 181 1,051

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 218,419

受取利息及び受取配当金 △8,681 △11,443

支払利息 31 166

売上債権の増減額（△は増加） △738,643 △893,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,122 6,112

未収消費税等の増減額（△は増加） △29,658 75,852

仕入債務の増減額（△は減少） △481,611 75,568

未払金の増減額（△は減少） 55,957 25,326

前受金の増減額（△は減少） 395,686 △344,036

その他 74,735 117,725

小計 874,367 596,653

利息及び配当金の受取額 8,672 11,464

利息の支払額 △31 △166

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △248,245 △1,233,365

営業活動によるキャッシュ・フロー 634,762 △625,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △46,096 25,065

有形固定資産の取得による支出 △195,791 △812,314

有形固定資産の売却による収入 79,460 39,732

無形固定資産の取得による支出 △28,989 △16,827

投資有価証券の取得による支出 △5,632 △6,073

投資有価証券の売却による収入 1,589,536 －

長期貸付金の回収による収入 4,448 3,748

その他 △1,440 △175

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,395,495 △766,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △987 △676

配当金の支払額 △175,176 △175,139

その他 △836 △2,379

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,000 △178,196

現金及び現金同等物に係る換算差額 49,598 △6,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,902,856 △1,576,706

現金及び現金同等物の期首残高 3,234,005 5,136,862

現金及び現金同等物の期末残高 5,136,862 3,560,155
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【訂正後】

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

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年12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 2,978,074 1,183,689

減価償却費 283,701 302,344

固定資産除売却損益（△は益） △66,587 △35,135

投資有価証券売却損益（△は益） △1,584,525 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,800 △139,390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △6,259 △4,042

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △17,645 28,035

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,723 △2,906

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） 3,211 △7,314

貸倒引当金の増減額（△は減少） 181 1,051

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 218,419

受取利息及び受取配当金 △8,681 △11,443

支払利息 31 166

売上債権の増減額（△は増加） △738,643 △893,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,122 6,112

未収消費税等の増減額（△は増加） △29,658 75,852

仕入債務の増減額（△は減少） △481,611 75,568

未払金の増減額（△は減少） 55,957 25,326

前受金の増減額（△は減少） 395,686 △344,036

その他 74,735 117,725

小計 874,367 596,653

利息及び配当金の受取額 8,672 11,464

利息の支払額 △31 △166

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △248,245 △1,233,365

営業活動によるキャッシュ・フロー 634,762 △625,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △46,096 25,065

有形固定資産の取得による支出 △195,791 △812,314

有形固定資産の売却による収入 79,460 6,891

無形固定資産の取得による支出 △28,989 △16,827

無形固定資産の売却による収入 － 32,841

投資有価証券の取得による支出 △5,632 △6,073

投資有価証券の売却による収入 1,589,536 －

長期貸付金の回収による収入 4,448 3,748

その他 △1,440 △175

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,395,495 △766,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △987 △676

配当金の支払額 △175,176 △175,139

その他 △836 △2,379

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,000 △178,196

現金及び現金同等物に係る換算差額 49,598 △6,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,902,856 △1,576,706

現金及び現金同等物の期首残高 3,234,005 5,136,862

現金及び現金同等物の期末残高 5,136,862 3,560,155

以 上
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