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2019年６月20日 

各位 

会社名  日本デコラックス株式会社  

代表者名 代表取締役社長 木村 重夫 

（コード：7950 名証第２部）     

問合せ先 経理部長 松波 郷典    

（TEL ０５８７－９３－２４１１）   

 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「2019年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 

 

 

 当社は、2019年５月10日に開示いたしました「2019年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」につ

いて訂正がありましたのでお知らせします。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、訂正個所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正箇所および内容 

  「2019年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」 

   添付資料４ページ ３．財務諸表及び主な注記（１）貸借対照表 

 

   添付資料10ページ ３．財務諸表及び主な注記（４）キャッシュ・フロー計算書 

 

  訂正内容につきましては、別添資料のとおりであります。 

 

２．訂正理由 

   「2019年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」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。 
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添付資料４ページ 

３．財務諸表及び主な注記 

 

 

【訂正前】 

 

（１）貸借対照表 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2018年３月31日) 

当事業年度 

(2019年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,342,183 2,401,459 

受取手形 344,015 341,965 

電子記録債権 718,532 673,109 

売掛金 1,167,430 1,075,618 

有価証券 285,381 85,954 

商品及び製品 235,481 259,735 

仕掛品 52,250 44,710 

原材料及び貯蔵品 328,139 368,229 

前渡金 29,571 25,621 

未収入金 56,968 315 

未収消費税等 - 54,138 

その他 11,175 10,724 

流動資産合計 8,571,130 5,341,582 

 

 

【訂正後】 

 

（１）貸借対照表 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2018年３月31日) 

当事業年度 

(2019年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,342,183 2,401,459 

受取手形 344,015 341,965 

電子記録債権 718,532 673,109 

売掛金 1,222,966 1,075,618 

有価証券 285,381 85,954 

商品及び製品 235,481 259,735 

仕掛品 52,250 44,710 

原材料及び貯蔵品 328,139 368,229 

前渡金 29,571 25,621 

未収入金 1,433 315 

未収消費税等 - 54,138 

その他 11,175 10,724 

流動資産合計 8,571,130 5,341,582 
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添付資料10ページ 

３．財務諸表及び主な注記 

 

 

【訂正前】 

 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当事業年度 

(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   

税引前当期純利益 710,537 507,883 

減価償却費 413,293 425,661 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,301 △813 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,300 14,268 

受取利息及び受取配当金 △43,819 △29,712 

支払利息 6 6 

為替差損益（△は益） △3,629 △4,675 

保険返戻金 △18,136 － 

支払手数料 2,431 4,990 

固定資産除却損 7,363 862 

固定資産売却損益（△は益） △81,201 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △776 △46,801 

投資有価証券償還損益（△は益） △2,598 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 35,550 82,680 

売上債権の増減額（△は増加） 88,555 139,285 

たな卸資産の増減額（△は増加） △81,893 △56,804 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △28,597 62,261 

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,490 △6,905 

仕入債務の増減額（△は減少） △17,349 △100,693 

未払費用の増減額（△は減少） 10,008 △19,888 

未払消費税等の増減額（△は減少） 44,610 △98,748 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,386 12,305 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,405 81,204 

小計 1,040,653 966,367 

利息及び配当金の受取額 45,397 31,898 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △227,327 △199,896 

営業活動によるキャッシュ・フロー 858,723 798,370 
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【訂正後】 

 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当事業年度 

(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   

税引前当期純利益 710,537 507,883 

減価償却費 413,293 425,661 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,301 △813 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,300 14,268 

受取利息及び受取配当金 △43,819 △29,712 

支払利息 6 6 

為替差損益（△は益） △3,629 △4,675 

保険返戻金 △18,136 － 

支払手数料 2,431 4,990 

固定資産除却損 7,363 862 

固定資産売却損益（△は益） △81,201 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △776 △46,801 

投資有価証券償還損益（△は益） △2,598 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 35,550 82,680 

売上債権の増減額（△は増加） 33,020 139,285 

たな卸資産の増減額（△は増加） △81,893 △56,804 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 26,937 62,261 

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,490 △6,905 

仕入債務の増減額（△は減少） △17,349 △100,693 

未払費用の増減額（△は減少） 10,008 △19,888 

未払消費税等の増減額（△は減少） 44,610 △98,748 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,386 12,305 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,405 81,204 

小計 1,040,653 966,367 

利息及び配当金の受取額 45,397 31,898 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △227,327 △199,896 

営業活動によるキャッシュ・フロー 858,723 798,370 

 

 

 

 

以上 


