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2019 年７月１日 

各 位 

会 社 名 相 模 ゴ ム 工 業 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 大跡一郎 

（コード番号 5194 東証第２部） 

問合せ先 常務取締役管理本部本部長 吉田邦夫 

（TEL．046－221－2311） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 31 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 16 日に公表いたしました「平成 31 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において一部

訂正がありましたので、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、訂正箇所は下線を付しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

 「平成 31 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、連結損益計算書等の数値に誤りが判明し

たため、これを訂正するものであります。 
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２．訂正の内容 

(1)添付資料 P.7  

３．連結財務諸表及び主な注記 (2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  〔訂正前〕 

連結損益計算書 

          (単位：千円)
         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) 

売上高 5,909,351 6,258,056

売上原価 3,102,809 3,620,467

売上総利益 2,806,541 2,637,588

販売費及び一般管理費 1,328,537 1,516,213

営業利益 1,478,004 1,121,374

営業外収益 

 受取利息 2,426 1,734

 受取配当金 14,132 16,289

 作業くず売却益 12,495 11,904

 為替差益 259,817 -

 その他 12,108 10,021

 営業外収益合計 300,980 39,950

営業外費用 

 支払利息 7,208 67,099

 為替差損 - 167,294

 持分法による投資損失 - 7,005

 その他 700 3,412

 営業外費用合計 7,909 244,812

経常利益 1,771,075 916,512

特別利益 

 固定資産売却益 137 1,495

 特別利益合計 137 1,495

特別損失 

 固定資産除売却損 1,066 553

 特別損失合計 1,066 553

税金等調整前当期純利益 1,770,146 917,453

法人税、住民税及び事業税 466,485 390,731

法人税等調整額 △43,958 △6,726

法人税等合計 422,527 384,005

当期純利益 1,347,619 533,448

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
帰属する当期純損失（△） 

39,522 △19,674

親会社株主に帰属する当期純利益 1,308,096 553,123
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  〔訂正後〕 

連結損益計算書 

          (単位：千円)
         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) 

売上高 5,909,351 6,258,056

売上原価 3,102,809 3,620,467

売上総利益 2,806,541 2,637,588

販売費及び一般管理費 1,328,537 1,516,213

営業利益 1,478,004 1,121,374

営業外収益 

 受取利息 2,426 1,734

 受取配当金 14,132 16,289

 作業くず売却益 12,495 11,904

 不動産賃貸料 2,936 2,645

 為替差益 259,817 -

 その他 9,172 7,375

 営業外収益合計 300,980 39,950

営業外費用 

 支払利息 7,208 67,099

 為替差損 - 167,294

 持分法による投資損失 - 7,005

 その他 700 3,412

 営業外費用合計 7,909 244,812

経常利益 1,771,075 916,512

特別利益 

 固定資産売却益 137 1,495

 特別利益合計 137 1,495

特別損失 

 固定資産除売却損 1,066 553

 特別損失合計 1,066 553

税金等調整前当期純利益 1,770,146 917,453

法人税、住民税及び事業税 466,485 390,731

法人税等調整額 △43,958 △6,726

法人税等合計 422,527 384,005

当期純利益 1,347,619 533,448

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
帰属する当期純損失（△） 

39,522 △19,674

親会社株主に帰属する当期純利益 1,308,096 553,123
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(2)添付資料 P.11  

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 

  〔訂正前〕 

           (単位：千円)
          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 1,770,146 917,453

 減価償却費 252,205 423,655

 のれん償却額 - 1,431

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,873 △13,939

 賞与引当金の増減額（△は減少） 8,098 1,241

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,330 17,191

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33,972 29,721

 受取利息及び受取配当金 △16,559 △18,024

 支払利息 7,208 67,099

 為替差損益（△は益） 9,460 △498

 持分法による投資損益（△）は益 - △1,999

 有形固定資産除売却損益（△は益） 929 △941

 売上債権の増減額（△は増加） △511,755 △66,289

 たな卸資産の増減額（△は増加） △115,375 △202,804

 仕入債務の増減額（△は減少） △7,161 172,774

 その他 △135,330 211,787

 小計 1,287,295 1,537,856

 利息及び配当金の受取額 15,993 17,626

 利息の支払額 △7,270 △66,559

 法人税等の支払額 △502,746 △507,590

 営業活動によるキャッシュ・フロー 793,271 981,332

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 △1,474,303 △2,912,491

 有形固定資産の売却による収入 137 1,495

 投資有価証券の取得による支出 △1,155 △1,246

 無形固定資産の取得による支出 △3,276 △854

 貸付けによる支出 △10,000 -

 貸付金の回収による収入 17,593 6,256

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

- △8,276

 関係会社株式の取得による支出 - △47,857

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,471,004 △2,962,974

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少） 1,389,200 △652,912

 長期借入れによる収入 665,805 1,273,722

 長期借入金の返済による支出 △232,000 △340,054

 自己株式の取得による支出 △5,317 △3,681

 配当金の支払額 △108,859 △108,190

 その他 △3,304 △3,604

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,705,523 165,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,319 △5,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,041,110 △1,821,387

現金及び現金同等物の期首残高 1,876,845 2,917,955

現金及び現金同等物の期末残高 2,917,955 1,096,567
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 〔訂正後〕 
           (単位：千円)
          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 1,770,146 917,453

 減価償却費 252,205 423,655

 のれん償却額 - 1,431

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,873 △13,939

 賞与引当金の増減額（△は減少） 8,098 1,241

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,330 17,191

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33,972 29,721

 受取利息及び受取配当金 △16,559 △18,024

 支払利息 7,208 67,099

 為替差損益（△は益） 9,460 △9,503

 持分法による投資損益（△は益） - 7,005

 有形固定資産除売却損益（△は益） 929 △941

 売上債権の増減額（△は増加） △511,755 △66,289

 たな卸資産の増減額（△は増加） △115,375 △202,804

 仕入債務の増減額（△は減少） △7,161 172,774

 その他 △135,330 211,787

 小計 1,287,295 1,537,856

 利息及び配当金の受取額 15,993 17,626

 利息の支払額 △7,270 △66,559

 法人税等の支払額 △502,746 △507,590

 営業活動によるキャッシュ・フロー 793,271 981,332

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 △1,474,303 △2,912,491

 有形固定資産の売却による収入 137 1,495

 投資有価証券の取得による支出 △1,155 △1,246

 無形固定資産の取得による支出 △3,276 △854

 貸付けによる支出 △10,000 -

 貸付金の回収による収入 17,593 6,256

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

- △8,276

 関係会社株式の取得による支出 - △47,857

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,471,004 △2,962,974

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少） 1,389,200 △652,912

 長期借入れによる収入 665,805 1,273,722

 長期借入金の返済による支出 △232,000 △340,054

 自己株式の取得による支出 △5,317 △3,681

 配当金の支払額 △108,859 △108,190

 その他 △3,304 △3,604

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,705,523 165,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,319 △5,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,041,110 △1,821,387

現金及び現金同等物の期首残高 1,876,845 2,917,955

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,917,955 ※ 1,096,567

 

以 上 


