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2019 年 12 月 20 日 

各 位 

 

 

 会 社 名 日本乾溜工業株式会社              

代表者名 代表取締役社長 伊東 幸夫      

                          （コード番号：1771） 

問合せ先 専務取締役経営管理本部長 大谷 友昭 

(TEL 092－632－1050) 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「2019 年 9 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

 

当社は、2019 年 11月 15 日 15 時 30 分に発表いたしました表記開示資料について訂正がありましたので、

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。 

 

 

記 

 

１．訂正の内容 

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

 

２．訂正箇所 

  （１）サマリー情報 １．2019 年 9 月期連結業績（2018 年 10 月 1 日～2019 年 9 月 30 日） 

  （２）添付書類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）添付書類 11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 

 

３．訂正の理由 

「2019 年 9 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、記載内容に一部誤りのあることが判明し

たために訂正するものであります。 

 

 

 

以上 
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（１）サマリー情報 

【訂正前】 

 １.2019 年 9月期の連結業績（2018 年 10 月 1日～2019 年 9月 30 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 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

 2019年9月期 △170 △191 △88 2,784 

 2018年9月期 948 △134 △66 3,234 

 

【訂正後】 

 １.2019 年 9月期の連結業績（2018 年 10 月 1日～2019 年 9月 30 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 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

 2019年9月期 △172 △189 △88 2,784 

 2018年9月期 948 △134 △66 3,234 

 

（２）添付書類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 
   （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、１億70百万円の資金の減少となりました（前連結会計年
度は９億48百万円の増加）。その主な要因は、税金等調整前当期純利益を９億31百万円計上しまし
たが、売上債権の増加により資金が10億31百万円減少したこと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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億91百万円の資金の減少となりました（前連結会計年
度は１億34百万円の減少）。その主な要因は、当社の熊本支店事務所用地購入やガードレール設置
工事などに使用される「ガードレール支柱打込機」などの設備投資の支払により１億77百万円の資
金が減少したことによるものであります。  

 

【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 
   （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、１億72百万円の資金の減少となりました（前連結会計年
度は９億48百万円の増加）。その主な要因は、税金等調整前当期純利益を９億31百万円計上しまし
たが、売上債権の増加により資金が10億31百万円減少したこと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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億89百万円の資金の減少となりました（前連結会計年
度は１億34百万円の減少）。その主な要因は、当社の熊本支店事務所用地購入やガードレール設置
工事などに使用される「ガードレール支柱打込機」などの設備投資の支払により１億77百万円の資
金が減少したことによるものであります。  
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（３）添付書類 11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 

【訂正前】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年10月１日 
 至 2018年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 2018年10月１日 

 至 2019年９月30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 704,823 931,603 

 減価償却費 101,152 110,517 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 250 △6,303 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,025 27,265 

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,380 2,648 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 17,195 24,770 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,160 1,157 

 株主優待引当金の増減額（△は減少） 130 80 

 固定資産除却損 3,070 157 

 受取利息及び受取配当金 △19,645 △21,335 

 固定資産売却損益（△は益） △2,981 △526 

 投資有価証券売却損益（△は益） 704 541 

 売上債権の増減額（△は増加） 453,030 △1,031,823 

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △5,681 △18,159 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 75,189 △249,219 

 仕入債務の増減額（△は減少） △158,939 346,385 

 その他 32,006 △89,544 

 小計 1,206,109 28,211 

 利息及び配当金の受取額 19,647 21,332 

 法人税等の支払額 △276,985 △219,554 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 948,771 △170,010 

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 △136,989 △177,066 

 有形固定資産の売却による収入 4,024 5,046 

 無形固定資産の取得による支出 △2,460 ― 

 投資有価証券の取得による支出 △7,284 △8,450 

 投資有価証券の売却による収入 6,500 5,536 

 貸付けによる支出 ― △5,000 

 貸付金の回収による収入 2,103 2,663 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

― △14,073 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △134,105 △191,343 

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） ― △10,960 

 リース債務の返済による支出 △25,669 △26,613 

 配当金の支払額 △41,247 △51,258 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △66,916 △88,832 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 747,749 △450,185 

現金及び現金同等物の期首残高 2,486,986 3,234,735 

現金及び現金同等物の期末残高 3,234,735 2,784,549 
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【訂正後】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年10月１日 
 至 2018年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 2018年10月１日 

 至 2019年９月30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 704,823 931,603 

 減価償却費 101,152 110,517 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 250 △6,303 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,025 27,265 

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,380 2,648 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 17,195 24,770 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,160 1,157 

 株主優待引当金の増減額（△は減少） 130 80 

 固定資産除却損 3,070 157 

 受取利息及び受取配当金 △19,645 △21,335 

 固定資産売却損益（△は益） △2,981 △526 

 投資有価証券売却損益（△は益） 704 △1,453 

 売上債権の増減額（△は増加） 453,030 △1,031,823 

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △5,681 △18,159 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 75,189 △249,219 

 仕入債務の増減額（△は減少） △158,939 346,385 

 その他 32,006 △89,544 

 小計 1,206,109 26,216 

 利息及び配当金の受取額 19,647 21,332 

 法人税等の支払額 △276,985 △219,554 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 948,771 △172,005 

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 △136,989 △177,066 

 有形固定資産の売却による収入 4,024 5,046 

 無形固定資産の取得による支出 △2,460 ― 

 投資有価証券の取得による支出 △7,284 △8,450 

 投資有価証券の売却による収入 6,500 7,531 

 貸付けによる支出 ― △5,000 

 貸付金の回収による収入 2,103 2,663 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

― △14,073 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △134,105 △189,348 

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） ― △10,960 

 リース債務の返済による支出 △25,669 △26,613 

 配当金の支払額 △41,247 △51,258 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △66,916 △88,832 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 747,749 △450,185 

現金及び現金同等物の期首残高 2,486,986 3,234,735 

現金及び現金同等物の期末残高 3,234,735 2,784,549 

 

 


