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 (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日に発表した「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について一部訂正があ

りましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

｢2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後に訂正すべき事項があることが判明したた

め、これを訂正するものであります。 

  なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

  

２．訂正箇所 

（１）サマリー情報 

【（３）連結キャッシュ・フローの状況】 

（訂正前） 

 
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 

 百万円 百万円 百万円 百万円  

2019年３月期 649 △156 235 2,717  

2018年３月期 144  △387  884  1,988  

 

（訂正後） 

 
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 

 百万円 百万円 百万円 百万円  

2019年３月期 647 △150 231 2,717  

2018年３月期 144  △387  884  1,988  

  



（２）４ページ 

【（３）当期のキャッシュ・フローの概況】 

（訂正前） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は649百万円となりました。これは、主に税金

等調整前当期純利益1,253百万円、法人税等の支払300百万円、減価償却費397百万円、たな卸資産の増加

233百万円、売上債権の増加1,138百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は156百万円となりました。これは主に、貸付

による支出20百万円、有形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の取得による支出51百万

円、無形固定資産の取得による支出51百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果、得られた資金は235百万円となりました。これは主に、社債

の発行による収入300百万円、借入金の増加による収入600百万円、借入金の返済による支出211百万円、

社債の償還による支出200百万円、配当金の支払額39百万円、リース債務の返済による支出187百万円によ

るものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2015年３月期 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 

自己資本比率 52.2 62.6 50.0 33.4 28.1 

時価ベースの自己資本比率 151.5 160.4 210.3 211.2 190.8 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
79.5 126.0 239.5 1,562.6 773.9 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
155.7 100.7 229.1 17.8 27.1 

 

（訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は647百万円となりました。これは、主に税金

等調整前当期純利益1,253百万円、法人税等の支払300百万円、減価償却費397百万円、たな卸資産の増加

233百万円、売上債権の増加1,138百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は150百万円となりました。これは主に、貸付

による支出20百万円、有形固定資産の取得による支出37百万円、投資有価証券の取得による支出51百万

円、無形固定資産の取得による支出51百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果、得られた資金は231百万円となりました。これは主に、社債

の発行による収入290百万円、借入金の増加による収入600百万円、借入金の返済による支出211百万円、

社債の償還による支出200百万円、配当金の支払額39百万円、リース債務の返済による支出181百万円によ

るものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2015年３月期 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 

自己資本比率 52.2 62.6 50.0 33.4 28.1 

時価ベースの自己資本比率 151.5 160.4 210.3 211.2 190.8 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
79.5 126.0 239.5 1,562.6 607.2 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
155.7 100.7 229.1 17.8 27.0 

 



  
（12ページ） 

 【（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 540,925 1,253,700 

減価償却費 138,065 397,334 

のれん償却額 68,803 72,553 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,629 △2,352 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,660 5,713 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 48,736 

受取利息及び受取配当金 △1,063 △18 

支払利息 8,109 23,940 

有形固定資産売却損益（△は益） 2,053 36 

社債発行費償却 313 4,823 

投資有価証券売却損益（△は益） △3,934 △504 

売上債権の増減額（△は増加） △479,878 △1,138,979 

たな卸資産の増減額（△は増加） △129,784 △233,658 

有形固定資産除却損 1,047 686 

仕入債務の増減額（△は減少） 148,655 362,167 

未払金の増減額（△は減少） △34,933 45,800 

未払消費税等の増減額（△は減少） 855 41,306 

その他 28,713 94,467 

小計 294,236 975,753 

利息及び配当金の受取額 2,837 18 

利息の支払額 △8,434 △25,409 

法人税等の支払額 △144,277 △300,602 

営業活動によるキャッシュ・フロー 144,361 649,759 

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 △55,669 △43,545 

有形固定資産の売却による収入 36,227 431 

無形固定資産の取得による支出 △47,268 △51,605 

投資有価証券の取得による支出 △198,738 △51,177 

投資有価証券の売却による収入 4,393 2,769 

貸付けによる支出 △11,000 △20,020 

貸付金の回収による収入 9,435 18,214 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
－ 9,995 

保証金の回収による収入 1,565 － 

保証金の差入による支出 △126,173 △21,662 

その他 － △103 

投資活動によるキャッシュ・フロー △387,228 △156,703 

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） △311,500 △14,676 

長期借入れによる収入 500,000 600,000 

長期借入金の返済による支出 △200,530 △211,004 

社債の発行による収入 981,181 300,000 

社債の償還による支出 － △200,000 

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みに

よる収入 
3,000 － 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出 
－ △3,000 

自己株式の取得による支出 △9,155 － 

配当金の支払額 △37,247 △39,979 

リース債務の返済による支出 △36,471 △187,923 

割賦債務の返済による支出 △5,193 △7,962 

財務活動によるキャッシュ・フロー 884,083 235,453 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 641,216 728,510 

現金及び現金同等物の期首残高 1,347,591 1,988,807 

現金及び現金同等物の期末残高 1,988,807 2,717,318 



（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 540,925 1,253,700 

減価償却費 138,065 397,334 

のれん償却額 68,803 72,553 

減損損失 － 5,901 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,629 △2,352 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,660 5,713 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 48,736 

受取利息及び受取配当金 △1,063 △18 

支払利息及び社債利息 8,109 23,940 

有形固定資産売却損益（△は益） 2,053 36 

社債発行費償却 313 4,823 

投資有価証券売却損益（△は益） △3,934 △504 

売上債権の増減額（△は増加） △479,878 △1,138,979 

たな卸資産の増減額（△は増加） △129,784 △233,658 

有形固定資産除却損 1,047 686 

仕入債務の増減額（△は減少） 148,655 362,167 

未払金の増減額（△は減少） △46,229 51,338 

未払消費税等の増減額（△は減少） 855 41,306 

その他 40,008 80,275 

小計 294,236 973,000 

利息及び配当金の受取額 2,837 18 

利息の支払額 △8,434 △25,409 

法人税等の支払額 △144,277 △300,602 

営業活動によるキャッシュ・フロー 144,361 647,006 

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 △55,669 △37,208 

有形固定資産の売却による収入 36,227 431 

無形固定資産の取得による支出 △47,268 △51,605 

投資有価証券の取得による支出 △198,738 △51,177 

投資有価証券の売却による収入 4,393 2,769 

貸付けによる支出 △11,000 △20,020 

貸付金の回収による収入 9,435 18,214 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
－ 9,995 

保証金の回収による収入 1,565 － 

保証金の差入による支出 △126,173 △21,662 

その他 － △103 

投資活動によるキャッシュ・フロー △387,228 △150,366 

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） △311,500 △14,676 

長期借入れによる収入 500,000 600,000 

長期借入金の返済による支出 △200,530 △211,004 

社債の発行による収入 981,181 290,220 

社債の償還による支出 － △200,000 

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みに

よる収入 
3,000 － 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出 
－ △3,000 

自己株式の取得による支出 △9,155 － 

配当金の支払額 △37,247 △39,979 

リース債務の返済による支出 △36,471 △181,728 

割賦債務の返済による支出 △5,193 △7,962 

財務活動によるキャッシュ・フロー 884,083 231,869 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 641,216 728,510 

現金及び現金同等物の期首残高 1,347,591 1,988,807 

現金及び現金同等物の期末残高 1,988,807 2,717,318 

以 上 


