
 

 

 

 

2019年８月29日 

 

各 位 

会 社 名  東洋電機製造株式会社 

（コード番号 6505  東証１部） 

代表者名  代表取締役社長 寺島 憲造 

問合せ先  経営企画部長  大塚 貴敏 

（TEL  03-5202-8122） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

2019年７月11日に公表いたしました「2019年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に誤りがある

ことが判明いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。訂正前と訂正後を表示し、訂正箇所には下

線を付して表示しております。これに伴い、財務諸表の数値データ（XBRL）にも訂正が生じましたので、訂正

後のデータも送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

 「2019年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、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、訂正いたします。 

 

２．訂正の内容 

【サマリー情報】 

１．2019年５月期の連結業績（2018年６月１日～2019年５月31日） 

（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５月期 3,280 △578 △2,012 2,240

2018年５月期 △1,572 △3,087 4,140 1,555

 

（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５月期 3,720 △1,019 △2,012 2,240

2018年５月期 △1,572 △3,087 4,140 1,555

 

【添付資料Ｐ.２】 

１．経営成績等の概況 

（２）当期の財政状態の概況 

 

（訂正前） 

（負債の部） 

当連結会計年度末における負債合計については、仕入債務の減少22億３百万円等があり、前連結会計年度末より37億



 

 

 

66百万円減少し331億97百万円となりました。 

（訂正後） 

当連結会計年度末における負債合計については、仕入債務の減少17億37百万円等があり、前連結会計年度末より37億

66百万円減少し331億97百万円となりました。 

 

【添付資料Ｐ.３】 

１．経営成績等の概況 

（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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少、たな卸資産の減少などにより32億80百万円の増加（前年同期

は15億72百万円の減少）となりました。 

（投資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・フローは投資有価証券の売却による収入の増加がありましたが、有形固定資産の取得に

よる支出などにより５億78百万円の減少（前年同期は30億87百万円の減少）となりました。 

（省略） 

 

（訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少、たな卸資産の減少などにより37億20百万円の増加（前年同期

は15億72百万円の減少）となりました。 

（投資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・フローは投資有価証券の売却による収入の増加がありましたが、有形固定資産の取得に

よる支出などにより10億19百万円の減少（前年同期は30億87百万円の減少）となりました。 

（省略） 

  



 

 

 

【添付資料Ｐ.５】 

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)
         

前連結会計年度 
(2018年５月31日) 

当連結会計年度 
(2019年５月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 4,057 2,578

  電子記録債務 6,295 5,570

  短期借入金 7,241 2,462

  未払法人税等 180 320

  未払消費税等 38 579

  未払費用 841 669

  前受金 188 59

  預り金 229 217

  役員賞与引当金 25 38

  賞与引当金 814 819

  受注損失引当金 689 570

  その他 1,716 879

  流動負債合計 22,320 14,763

（省略） 

 

（訂正後） 

 

          (単位：百万円)
         

前連結会計年度 
(2018年５月31日) 

当連結会計年度 
(2019年５月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 4,057 2,670

  電子記録債務 6,295 5,944

  短期借入金 7,241 2,462

  未払法人税等 180 320

  未払消費税等 38 579

  未払費用 841 678

  前受金 188 59

  預り金 229 216

  役員賞与引当金 25 38

  賞与引当金 814 819

  受注損失引当金 689 570

  その他 1,716 402

  流動負債合計 22,320 14,763

（省略） 

  



 

 

 

【添付資料Ｐ.９】 

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：百万円)
         前連結会計年度 

(自 2017年６月１日 
 至 2018年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年６月１日 
 至 2019年５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 964 1,246

 減価償却費 1,237 1,774

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

 賞与引当金の増減額（△は減少） △138 5

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △46 37

 受取利息及び受取配当金 △235 △244

 支払利息 148 143

 投資有価証券売却損益（△は益） △806 △804

 固定資産売却損益（△は益） 2 －

 工場統合費用 66 －

 売上債権の増減額（△は増加） △1,812 2,527

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,370 290

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,567 △2,257

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 340 △134

 前受金の増減額（△は減少） 68 △129

 未払費用の増減額（△は減少） △233 △170

 未収消費税等の増減額（△は増加） △410 415

 未払消費税等の増減額（△は減少） △95 540

 その他 △163 146

 小計 △917 3,388

 利息及び配当金の受取額 244 259

 利息の支払額 △148 △146

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △751 △221

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,572 3,280

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 △3,448 △1,837

 有形固定資産の売却による収入 79 －

 無形固定資産の取得による支出 △132 △49

 投資有価証券の取得による支出 △170 △260

 投資有価証券の売却による収入 1,100 1,441

 貸付けによる支出 △70 －

 貸付金の回収による収入 35 35

 関係会社出資金の払込による支出 △491 －

 その他 11 92

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,087 △578

（省略） 

 

  



 

 

 

（訂正後） 
          (単位：百万円)
         前連結会計年度 

(自 2017年６月１日 
 至 2018年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年６月１日 
 至 2019年５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 964 1,246

 減価償却費 1,237 1,774

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

 賞与引当金の増減額（△は減少） △138 5

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △46 37

 受取利息及び受取配当金 △235 △244

 支払利息 148 143

 投資有価証券売却損益（△は益） △806 △804

 固定資産売却損益（△は益） 2 －

 工場統合費用 66 －

 売上債権の増減額（△は増加） △1,812 2,527

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,370 290

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,567 △1,790

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 340 △134

 前受金の増減額（△は減少） 68 △129

 未払費用の増減額（△は減少） △233 △170

 未収消費税等の増減額（△は増加） △410 415

 未払消費税等の増減額（△は減少） △95 540

 その他 △163 120

 小計 △917 3,828

 利息及び配当金の受取額 244 259

 利息の支払額 △148 △146

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △751 △221

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,572 3,720

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 △3,448 △2,277

 有形固定資産の売却による収入 79 －

 無形固定資産の取得による支出 △132 △49

 投資有価証券の取得による支出 △170 △260

 投資有価証券の売却による収入 1,100 1,441

 貸付けによる支出 △70 －

 貸付金の回収による収入 35 35

 関係会社出資金の払込による支出 △491 －

 その他 11 92

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,087 △1,019

（省略） 

 

以 上 

 


