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     2019年５月 24日 

各 位     

  会社名 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 

   代表者名 代表取締役社長  小野 有理 

    （コード番号 6699 東証第二部） 

   問合せ先  常務執行役員  徳原 英真 

    （TEL 06-6302-8211） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 2019年５月14日に公表いたしました「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部訂正すべき事

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。 

 

１．訂正の理由 

「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしまし

たので、これを訂正いたします。 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所には＿下線を付して表示しております。 

 

（１）サマリー情報  

１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日） 
（２）連結財政状態 

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 
2019年３月期 53,583 8,657 13.3 1,972.26 
2018年３月期 - - - -  
 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 
2019年３月期 53,761 8,745 13.3 1,972.26 
2018年３月期 - - - -  
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（２）添付資料 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） 

総資産は535億83百万円となり、田淵電機株式会社の連結子会社化による影響もあり、前連結会計年度末に比べ

て187億99百万円増加しました。主な増加は、現金及び預金50億７百万円、受取手形及び売掛金22億80百万円であ

り、主な減少は、建設仮勘定１億14百万円であります。 

 

（負債） 

負債は449億25百万円となり、田淵電機株式会社の連結子会社化による影響もあり、前連結会計年度末に比べて

175億31百万円増加しました。主な増加は、長期借入金58億80百万円、短期借入金31億70百万円、長期前受収益31

億47百万円、主な減少は、未払金７億22百万円であります。 

 

（純資産） 

純資産は86億57百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億67百万円増加しました。主な増加は、資本剰余金

20億49百万円、非支配株主持分13億77百万円、主な減少は、資本金20億90百万円であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の20.9％から13.3％となりました。 

 
【訂正後】 

（資産） 

総資産は537億61百万円となり、田淵電機株式会社の連結子会社化による影響もあり、前連結会計年度末に比べ

て189億77百万円増加しました。主な増加は、現金及び預金50億７百万円、受取手形及び売掛金22億44百万円であ

り、主な減少は、建設仮勘定１億14百万円であります。 
 

（負債） 

負債は450億15百万円となり、田淵電機株式会社の連結子会社化による影響もあり、前連結会計年度末に比べて

176億21百万円増加しました。主な増加は、長期借入金58億80百万円、短期借入金31億70百万円、長期前受収益31

億46百万円、主な減少は、未払金７億15百万円であります。 

 

（純資産） 

純資産は87億45百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億55百万円増加しました。主な増加は、資本剰余金

20億49百万円、非支配株主持分14億65百万円、主な減少は、資本金20億90百万円であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の20.9％から13.3％となりました。 
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（３）添付資料 ４ページ  

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) 

 
当連結会計年度 
(2019年３月31日) 

資産の部  
流動資産  

現金及び預金 11,323 
受取手形及び売掛金 10,659 
電子記録債権 381 
商品及び製品 3,995 
仕掛品 731 
原材料及び貯蔵品 5,454 
その他 3,145 
貸倒引当金 △12 
流動資産合計 35,679 

固定資産  
有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 3,723 
機械装置及び運搬具（純額） 5,033 
土地 2,834 
建設仮勘定 700 
その他（純額） 691 
有形固定資産合計 12,983 

無形固定資産  
のれん 239 
その他 241 
無形固定資産合計 480 

投資その他の資産  
投資有価証券 2,246 
長期貸付金 110 
繰延税金資産 536 
退職給付に係る資産 429 
その他 1,117 
貸倒引当金 △1 
投資その他の資産合計 4,439 

固定資産合計 17,903 
資産合計 53,583 



－ 4 － 

 

 (単位：百万円) 

 
当連結会計年度 
(2019年３月31日) 

負債の部  
流動負債  

支払手形及び買掛金 9,355 
電子記録債務 2,535 
短期借入金 7,301 
1年内償還予定の社債 30 
1年内返済予定の長期借入金 2,823 
リース債務 105 
未払金 2,146 
未払法人税等 172 
賞与引当金 741 
製品保証引当金 224 
その他 1,651 
流動負債合計 27,086 

固定負債  
社債 60 
長期借入金 12,462 
リース債務 123 
長期未払金 129 
退職給付に係る負債 780 
資産除去債務 289 
繰延税金負債 825 
長期前受収益 3,147 
その他 19 
固定負債合計 17,838 

負債合計 44,925 
純資産の部  

株主資本  
資本金 100 
資本剰余金 5,737 
利益剰余金 1,623 
自己株式 △56 
株主資本合計 7,405 

その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 △22 
為替換算調整勘定 △298 
退職給付に係る調整累計額 44 
その他の包括利益累計額合計 △277 

新株予約権 64 
非支配株主持分 1,464 
純資産合計 8,657 

負債純資産合計 53,583 
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【訂正後】 

 (単位：百万円) 

 
当連結会計年度 
(2019年３月31日) 

資産の部  
流動資産  

現金及び預金 11,323 
受取手形及び売掛金 10,623 
電子記録債権 381 
商品及び製品 4,022 
仕掛品 731 
原材料及び貯蔵品 5,438 
その他 3,137 
貸倒引当金 △3 
流動資産合計 35,654 

固定資産  
有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 3,723 
機械装置及び運搬具（純額） 5,033 
土地 3,285 
建設仮勘定 700 
その他（純額） 691 
有形固定資産合計 13,435 

無形固定資産  
のれん 61 
その他 241 
無形固定資産合計 302 

投資その他の資産  
投資有価証券 2,193 
長期貸付金 110 
繰延税金資産 453 
退職給付に係る資産 494 
その他 1,117 
貸倒引当金 △1 
投資その他の資産合計 4,368 

固定資産合計 18,106 
資産合計 53,761 
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 (単位：百万円) 

 
当連結会計年度 
(2019年３月31日) 

負債の部  
流動負債  

支払手形及び買掛金 9,355 
電子記録債務 2,535 
短期借入金 7,301 
1年内償還予定の社債 30 
1年内返済予定の長期借入金 2,823 
リース債務 105 
未払金 2,152 
未払法人税等 172 
賞与引当金 741 
製品保証引当金 224 
その他 1,651 
流動負債合計 27,093 

固定負債  
社債 60 
長期借入金 12,462 
リース債務 123 
長期未払金 129 
退職給付に係る負債 845 
資産除去債務 289 
繰延税金負債 845 
長期前受収益 3,146 
その他 19 
固定負債合計 17,922 

負債合計 45,015 
純資産の部  

株主資本  
資本金 100 
資本剰余金 5,737 
利益剰余金 1,623 
自己株式 △56 
株主資本合計 7,405 

その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 △22 
為替換算調整勘定 △298 
退職給付に係る調整累計額 44 
その他の包括利益累計額合計 △277 

新株予約権 64 
非支配株主持分 1,552 
純資産合計 8,745 

負債純資産合計 53,761 
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（４）添付資料 ８ページ  

（３）連結株主資本等変動計算書 
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

【訂正前】 

    (単位：百万円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 2,190 3,688 1,480 △61 7,297 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純利益   143  143 

剰余金の配当  △45   △45 

自己株式の取得    △0 △0 

自己株式の処分  2  7 9 

株式移転による増減 △2,090 2,091  △1 - 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 △2,090 2,049 143 5 108 

当期末残高 100 5,737 1,623 △56 7,405 

 
        

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 非支配株主持

分 純資産合計 
 

その他有価

証券評価差

額金 

為替換算調

整勘定 

退職給付に

係る調整累

計額 

その他の包

括利益累計

額合計 

当期首残高 57 △130 51 △21 27 86 7,390 

当期変動額        

親会社株主に帰属する当期

純利益       143 

剰余金の配当       △45 

自己株式の取得       △0 

自己株式の処分       9 

株式移転による増減       - 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） △80 △168 △7 △255 37 1,377 1,159 

当期変動額合計 △80 △168 △7 △255 37 1,377 1,267 

当期末残高 △22 △298 44 △277 64 1,464 8,657 
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【訂正後】 

    (単位：百万円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 2,190 3,688 1,480 △61 7,297 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純利益   143  143 

剰余金の配当  △45   △45 

自己株式の取得    △0 △0 

自己株式の処分  2  7 9 

株式移転による増減 △2,090 2,091  △1 - 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 △2,090 2,049 143 5 108 

当期末残高 100 5,737 1,623 △56 7,405 

 

         

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 非支配株主持

分 純資産合計 
 

その他有価

証券評価差

額金 

為替換算調

整勘定 

退職給付に

係る調整累

計額 

その他の包

括利益累計

額合計 

当期首残高 57 △130 51 △21 27 86 7,390 

当期変動額        

親会社株主に帰属する当期

純利益       143 

剰余金の配当       △45 

自己株式の取得       △0 

自己株式の処分       9 

株式移転による増減       - 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） △80 △168 △7 △255 37 1,465 1,247 

当期変動額合計 △80 △168 △7 △255 37 1,465 1,355 

当期末残高 △22 △298 44 △277 64 1,552 8,745 
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（５）添付資料 11ページ  

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

【訂正前】 

    （単位：百万円） 

 報告セグメント 

合計 

調整額 

（注１、 

２、３） 

連結財務諸表 

計上額 

（注５） 
 

自動車機器 

事業 

電子機器 

事業 

セグメント資産 22,516 24,809 47,325 6,257 53,583 

 
【訂正後】 

    （単位：百万円） 

 報告セグメント 

合計 

調整額 

（注１、 

２、３） 

連結財務諸表 

計上額 

（注５） 
 

自動車機器 

事業 

電子機器 

事業 

セグメント資産 22,516 24,987 47,503 6,257 53,761 

 
（６）添付資料 12ページ  

【関連情報】 

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

２．地域ごとの情報 

（２）有形固定資産 
【訂正前】 

（単位：百万円） 

日本 米国 欧州 
アジア 

合計 
中華人民共和国 タイ その他 

5,582 1,503 206 1,259 2,234 2,197 12,983 

 

【訂正後】 

（単位：百万円） 

日本 米国 欧州 
アジア 

合計 
中華人民共和国 タイ その他 

5,616 1,503 206 1,259 2,651 2,197 13,435 
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（７）添付資料 12ページ  

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

当連結会計年度（自2018年４月１日  至2019年３月31日） 
【訂正前】 

（単位：百万円）  

 自動車機器事業 電子機器事業 全社・消去 合計 

当期償却額 - - - - 

当期末残高 - 239 - 239 

 

【訂正後】 
（単位：百万円）  

 自動車機器事業 電子機器事業 全社・消去 合計 

当期償却額 - - - - 

当期末残高 - 61 - 61 

 

 

以 上 


