
 

2019 年 6 月 14 日 

各 位 

 

会 社 名  三櫻工業株式会社 

代 表 者 名  取締役社長 竹田 玄哉 

（コ ー ド 番 号  6584） 

問合せ先責任者  取締役執行役員 

 財務本部長 長谷川 貴之 

（TEL  03-5793-8411） 

 

（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 

 

当社は、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）」の一部

を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、数値データ(財務諸表 XBRL)にも訂正がありましたので、訂正後の数値データも開示いたします。 

また、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

「2019 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、有価証券報告書の作成過程におきまして、

連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報の記載の一部に訂正が生じましたので、関連数値の訂

正を行うものであります。なお、今回の訂正による経営成績及び財政状態への影響はございません。 

 

２．訂正箇所 

 （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）添付資料 3 ページ 

   １．経営成績等の概況 （３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 （３）添付資料 10 ページ 

   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 

（４）添付資料 12 ページ 

   ３．連結財務諸表及び主な注記 （５）連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等） 

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

 

 

３．訂正の内容 

  訂正後と訂正前のサマリー情報と添付資料をそれぞれ添付し、訂正箇所に下線を付しております。 

 

以上 

  



（１）サマリー情報 

【訂正前】 

 

１．2019 年 3 月期の連結業績（2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 

2019年 3月期 

百万円 
6,612 

百万円 
△9,506 

百万円 
3,814 

百万円 
15,505 

2018年 3月期 8,617 △10,508 4,734 15,060 

 

【訂正後】 

 

１．2019 年 3 月期の連結業績（2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 

2019年 3月期 

百万円 
5,414 

百万円 
△8,308 

百万円 
3,814 

百万円 
15,505 

2018年 3月期 8,617 △10,508 4,734 15,060 

 

  



（２）添付資料 3 ページ 

【訂正前】 

 １．経営成績等の概況 

 （３）当期のキャッシュ・フローの概況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により 66 億 12 百万円増加、投資活

動により 95 億６百万円減少、財務活動により 38 億 14 百万円増加等の結果、当連結会計年度末には

155 億５百万円（前連結会計年度末比４億 45 百万円の増加）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、税金等調整前当期純損失が 66 億 52 百

万円（前年同期は 109 億 52 百万円の税金等調整前当期純利益）、減価償却費が 59 億 99 百万円（前

年同期は 58 億 46 百万円）、減損損失が 53 億 11 百万円（前年同期は 33 億 23 百万円）、たな卸資産

の増加による資金減が 14 億 91 百万円（前年同期は５億 58 百万円の資金減）、仕入債務の増加によ

る資金増が 11 億 99 百万円（前年同期は３億 66 百万円の資金増）、未払金の増加による資金増が 18

億 21 百万円（前年同期は３億 41 百万円の資金増）、法人税等の支払による資金減が 15 億 40 百万

円（前年同期は 24 億６百万円の資金減）あったこと等により、前年同期と比較して、20 億５百万円

減少して、66 億 12 百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動に使用された資金は、自動車部品事業を中心とした有形固定資

産の取得による支出 93 億 48 百万円（前年同期は 108 億 14 百万円の支出）等により、前年同期と

比較して 10 億３百万円減少して 95 億６百万円となりました。 

（省略） 

 

【訂正後】 

 １．経営成績等の概況 

 （３）当期のキャッシュ・フローの概況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により 54 億 14 百万円増加、投資活

動により 83 億８百万円減少、財務活動により 38 億 14 百万円増加等の結果、当連結会計年度末には

155 億５百万円（前連結会計年度末比４億 45 百万円の増加）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、税金等調整前当期純損失が 66 億 52 百

万円（前年同期は 109 億 52 百万円の税金等調整前当期純利益）、減価償却費が 59 億 99 百万円（前

年同期は 58 億 46 百万円）、減損損失が 53 億 11 百万円（前年同期は 33 億 23 百万円）、たな卸資産

の増加による資金減が 14 億 91 百万円（前年同期は５億 58 百万円の資金減）、仕入債務の増加によ

る資金増が 11 億 99 百万円（前年同期は３億 66 百万円の資金増）、未払金の増加による資金増が 18

億 21 百万円（前年同期は３億 41 百万円の資金増）、法人税等の支払による資金減が 15 億 40 百万

円（前年同期は 24 億６百万円の資金減）あったこと等により、前年同期と比較して、32 億３百万円

減少して、54 億 14 百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動に使用された資金は、自動車部品事業を中心とした有形固定資

産の取得による支出 81 億 50 百万円（前年同期は 108 億 14 百万円の支出）等により、前年同期と

比較して 22 億１百万円減少して 83 億８百万円となりました。 

（省略） 

 

  



（３）添付資料 10 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：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３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又は税金等調整前当期純損失（△） 10,952 △6,652 

のれん償却額 60 3 

減価償却費 5,846 5,999 

減損損失 3,323 5,311 

有形固定資産売却損益（△は益） 15 △12 

有形固定資産除却損 185 136 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,615 △42 

受取利息及び受取配当金 △289 △290 

支払利息 346 415 

厚生年金基金解散益 △10,488 － 

売上債権の増減額（△は増加） 522 △958 

たな卸資産の増減額（△は増加） △558 △1,491 

仕入債務の増減額（△は減少） 366 1,199 

賞与引当金の増減額（△は減少） 33 △10 

未払金の増減額（△は減少） 341 1,821 

未払費用の増減額（△は減少） △290 △62 

長期未払金の増減額（△は減少） 1,150 △437 

その他 2,185 3,423 

小計 11,086 8,354 

利息及び配当金の受取額 287 290 

利息の支払額 △350 △492 

法人税等の支払額 △2,406 △1,540 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,617 6,612 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △10,814 △9,348 

有形固定資産の売却による収入 277 229 

投資有価証券の取得による支出 △26 △359 

投資有価証券の売却による収入 － 42 

その他 54 △69 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,508 △9,506 

（省略） 

 

  



【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：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３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又は税金等調整前当期純損失（△） 10,952 △6,652 

のれん償却額 60 3 

減価償却費 5,846 5,999 

減損損失 3,323 5,311 

有形固定資産売却損益（△は益） 15 △12 

有形固定資産除却損 185 136 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,615 △42 

受取利息及び受取配当金 △289 △290 

支払利息 346 415 

厚生年金基金解散益 △10,488 － 

売上債権の増減額（△は増加） 522 △958 

たな卸資産の増減額（△は増加） △558 △1,491 

仕入債務の増減額（△は減少） 366 1,199 

賞与引当金の増減額（△は減少） 33 △10 

未払金の増減額（△は減少） 341 1,821 

未払費用の増減額（△は減少） △290 △62 

長期未払金の増減額（△は減少） 1,150 △437 

その他 2,185 2,225 

小計 11,086 7,156 

利息及び配当金の受取額 287 290 

利息の支払額 △350 △492 

法人税等の支払額 △2,406 △1,540 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,617 5,414 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △10,814 △8,150 

有形固定資産の売却による収入 277 229 

投資有価証券の取得による支出 △26 △359 

投資有価証券の売却による収入 － 42 

その他 54 △69 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,508 △8,308 

（省略） 

 

  



（４）添付資料 12 ページ 

【訂正前】 

３．連結財務諸表及び主な注記 

 （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、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自2017年４月１日 至 2018年３月 31日） 

        （単位：百万円）

  報告セグメント  調整額  

(注)1  

連結財務諸表  

計上額(注)2    日本  北南米  欧州  中国  アジア  計  

セグメント資産  54,876 22,563 18,162 13,661 14,372 123,635 △17,189 106,446 

 

 

 

【訂正後】 

３．連結財務諸表及び主な注記 

 （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、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自2017年４月１日 至 2018年３月 31日） 

        （単位：百万円）

  報告セグメント  調整額  

(注)1  

連結財務諸表  

計上額(注)2    日本  北南米  欧州  中国  アジア  計  

セグメント資産  54,148 22,563 18,153 13,656 14,335 122,856 △17,189 105,667 

 

以上 


