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2020 年２月 13 日 

各     位 

会 社 名   シ ャ ー プ 株 式 会 社 
代表者名   取締役会長兼社長    戴  正  呉 

（コード番号 ６７５３ ） 
問合せ先   管理統轄本部 管理本部 経理部長 

岸  昭 彦 
TEL   (072)282－1221 

 
（訂正・数値データ訂正） 

「2020 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 
 2019 年２月４日に公表いたしました「2020 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」において一部

に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

訂正箇所には下線を付けております。 

 

  記  

１．訂正の理由 

2020 年３月期第３四半期決算短信発表後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、提出済

の決算短信を訂正させていただくものであります。なお、今回の訂正による損益への影響はございません。 

 

２．訂正の内容 

（１）サマリー情報 

  １．2020 年３月期第３四半期の連結業績（2019 年４月１日～2019 年 12 月 31 日） 

（２）連結財政状態 

（訂正前） 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 
2020年３月期第３四半期 1,937,702 335,722 16.2 
2019年３月期 1,866,349 372,471 18.8 

 

（訂正後） 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 
2020年３月期第３四半期 1,930,485 335,722 16.3 
2019年３月期 1,866,349 372,471 18.8 
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（２）添付資料２、３ページ 

１．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度 

（2019年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間 

（2019年12月31日） 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 266,648 215,995 
受取手形及び売掛金 539,927 511,926 
たな卸資産 243,849 305,525 
その他 94,944 134,117 
貸倒引当金 △4,000 △5,889 
流動資産合計 1,141,369 1,161,675 

（中略）   
資産合計 1,866,349 1,937,702 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 372,166 357,861 
電子記録債務 38,149 42,070 

短期借入金 81,446 237,091 

1年内償還予定の社債 30,000 － 

賞与引当金 20,639 11,478 

製品保証引当金 19,903 16,951 

買付契約評価引当金 17,123 15,751 

その他の引当金 18,992 19,112 

その他 214,714 228,330 

流動負債合計 813,136 928,646 
（中略）   

負債合計 1,493,877 1,601,979 
（中略）   

負債純資産合計 1,866,349 1,937,702 

 

（訂正後） 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度 

（2019年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間 

（2019年12月31日） 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 266,648 215,995 
受取手形及び売掛金 539,927 511,926 
たな卸資産 243,849 298,307 

その他 94,944 134,117 
貸倒引当金 △4,000 △5,889 
流動資産合計 1,141,369 1,154,458 

（中略）   
資産合計 1,866,349 1,930,485 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 372,166 350,644 
電子記録債務 38,149 42,070 

短期借入金 81,446 237,091 

1年内償還予定の社債 30,000 － 

賞与引当金 20,639 11,478 

製品保証引当金 19,903 16,951 

買付契約評価引当金 17,123 15,751 

その他の引当金 18,992 19,112 

その他 214,714 228,330 

流動負債合計 813,136 921,429 
（中略）   

負債合計 1,493,877 1,594,762 
（中略）   

負債純資産合計 1,866,349 1,930,485 
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（２）添付資料６ページ 

１．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

（単位：百万円）

 

 前第３四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 

 至 2018年12月31日) 

 当第３四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 

 至 2019年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 69,933 64,597 

減価償却費 58,656 54,202 

受取利息及び受取配当金 △3,469 △3,536 

支払利息 3,311 3,647 

持分法による投資損益（△は益） 5,202 3,277 

減損損失 － 316 

固定資産除売却損益（△は益） △4,212 △693 

投資有価証券売却損益（△は益） － △244 

負ののれん発生益 △3,936 － 

関係会社清算損益（△は益） 91 － 

段階取得に係る差損益（△は益） － △188 

持分変動損益（△は益） △180 － 

売上債権の増減額（△は増加） △48,736 21,488 

未収入金の増減額（△は増加） 8,353 △25,789 

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,085 △62,503 

仕入債務の増減額（△は減少） 18,239 △3,092 

未払費用の増減額（△は減少） △21,497 1,467 

その他 △10,315 231 

小計 37,354 53,180 

利息及び配当金の受取額 7,580 6,952 

利息の支払額 △3,320 △3,649 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △12,214 △11,849 

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,401 44,633 

（省略）   
 

（訂正後） 

（単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年12月31日) 

 当第３四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 
 至 2019年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 69,933 64,597 
減価償却費 58,656 54,202 

受取利息及び受取配当金 △3,469 △3,536 

支払利息 3,311 3,647 

持分法による投資損益（△は益） 5,202 3,277 

減損損失 － 316 

固定資産除売却損益（△は益） △4,212 △693 

投資有価証券売却損益（△は益） － △244 

負ののれん発生益 △3,936 － 

関係会社清算損益（△は益） 91 － 

段階取得に係る差損益（△は益） － △188 

持分変動損益（△は益） △180 － 

売上債権の増減額（△は増加） △48,736 21,488 
未収入金の増減額（△は増加） 8,353 △25,789 
たな卸資産の増減額（△は増加） △34,085 △55,324 
仕入債務の増減額（△は減少） 18,239 △10,271 
未払費用の増減額（△は減少） △21,497 1,467 
その他 △10,315 231 
小計 37,354 53,180 
利息及び配当金の受取額 7,580 6,952 
利息の支払額 △3,320 △3,649 
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △12,214 △11,849 
営業活動によるキャッシュ・フロー 29,401 44,633 

（省略）   
 

以上 


