
                          
2020 年５月 15 日 

各      位 
                      会 社 名  田 辺 工 業 株 式 会 社 

                      代表者名  代 表 取 締 役 社 長   四 月 朔 日 義 雄  
                                （コード番号 １８２８： 東証第二部） 

問合せ先  取締役兼上席執行役員管理部長 権守勇一 
（TEL．０２５－５４５－６５００） 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 
「平成 31 年３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 

 

 令和元年５月 13 日に発表いたしました「平成 31 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部

誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数

値データを送信いたします。 

  なお、訂正箇所は下線  にて表示しております。 

 

記 

１. 訂正の理由 
 「平成 31 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に記載のなかにありますサマリー情報、経営成績

等の概況、連結財務諸表及び主な注記に記載の誤りが判明したため、訂正するものであります。 

 

２．訂正箇所 

  サマリー情報   

 １.平成 31 年３月期の連結業績（平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日） 

 （１）連結経営成績 

   

１． 経営成績等の概況 

(1)当期の経営成績の概況 

（全般の状況） 

（表面処理事業） 

 

(3)当期のキャッシュ・フローの概況 

 

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 

   （連結損益計算書） 

   （連結包括利益計算書） 

 

   （３）連結株主資本等変動計算書 

       当連結会計年度（自平成 30 年４月１日 至平成 31 年３月 31 日） 

 

   （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

   （５）連結財務諸表に関する注記事項 

   （セグメント情報等） 

     ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

      当連結会計年度（自平成 30 年４月１日 至平成 31 年３月 31 日） 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 
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３．訂正内容 

 

  サマリー情報 

 

【訂正前】 
    
 （百万円未満切捨て） 

１．平成31年３月期の連結業績（平成30年４月１日～平成31年３月31日） 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）  

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

31年３月期 37,495 22.6 2,445 79.4 2,495 81.3 1,531 58.8 

30年３月期 30,575  △0.1  1,363  △22.0  1,376  △24.6  964  △19.3 
 
（注）包括利益 31年３月期 1,442 百万円 （51.9％）  30年３月期 950 百万円 （△18.9％） 

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

31年３月期 143.16 － 11.0 9.1 6.5 

30年３月期 90.15  －  7.4  5.6  4.5   
（参考）持分法投資損益 31年３月期 － 百万円  30年３月期 － 百万円 

 

 

【訂正後】 
    
 （百万円未満切捨て） 

１．平成31年３月期の連結業績（平成30年４月１日～平成31年３月31日） 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）  

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

31年３月期 37,495 22.6 2,444 79.3 2,494 81.2 1,531 58.7 

30年３月期 30,575  △0.1  1,363  △22.0  1,376  △24.6  964  △19.3 
 
（注）包括利益 31年３月期 1,441 百万円 （51.8％）  30年３月期 950 百万円 （△18.9％） 

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

31年３月期 143.08 － 11.0 9.1 6.5 

30年３月期 90.15  －  7.4  5.6  4.5  
（参考）持分法投資損益 31年３月期 － 百万円  30年３月期 － 百万円 
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１．経営成績等の概況 

 

【訂正前】 

(1）当期の経営成績の概況 

  （全般の状況） 

   

（省略） 

 

受注高            38,568 百万円（前連結会計年度比 14.4％増） 

売上高            37,495 百万円（前連結会計年度比 22.6％増） 

営業利益            2,445 百万円（前連結会計年度比 79.4％増） 

経常利益            2,495 百万円（前連結会計年度比 81.3％増） 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,531 百万円（前連結会計年度比 58.8％増） 

受注残高            10,395 百万円（前連結会計年度比 11.5％増） 

  （省略） 

 

（表面処理事業） 

 タイ国で事業展開しております表面処理事業は、ＨＤＤの表面処理は堅調であり、自動車部品の表面処理の受注

が横ばいで推移しましたが、受注高1,452百万円（前期比12.3％増）、売上高1,452百万円（前期比12.3％増）とな

り、前期を上回りました。製品の高品質化対応のため、製造コスト等の増加がありましたが、セグメント利益は

164百万円（前期比242.1％増）と前期を上回りました。 

 

 （省略） 

 

【訂正後】 

(1）当期の経営成績の概況 

  （全般の状況） 

   

（省略） 

 

受注高            38,568 百万円（前連結会計年度比 14.4％増） 

売上高            37,495 百万円（前連結会計年度比 22.6％増） 

営業利益            2,444 百万円（前連結会計年度比 79.3％増） 

経常利益            2,494 百万円（前連結会計年度比 81.2％増） 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,531 百万円（前連結会計年度比 58.7％増） 

受注残高            10,395 百万円（前連結会計年度比 11.5％増） 

  （省略） 

 

（表面処理事業） 

 タイ国で事業展開しております表面処理事業は、ＨＤＤの表面処理は堅調であり、自動車部品の表面処理の受注

が横ばいで推移しましたが、受注高1,452百万円（前期比12.3％増）、売上高1,452百万円（前期比12.3％増）とな

り、前期を上回りました。製品の高品質化対応のため、製造コスト等の増加がありましたが、セグメント利益は

163百万円（前期比240.4％増）と前期を上回りました。 

 

 （省略）
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【訂正前】 

 

 (3）当期のキャッシュ・フローの概況 

  

（省略） 

 

（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が2,304百万円、減価償却費580百万円、仕入債務の増加1,753百万円などの収入が大き

く、売上債権の増加1,223百万円の支出等がありましたが、営業活動によるキャッシュ・フローは3,061百万円の収

入（前連結会計年度末比230.1％増）となりました。 

  

（省略） 

 

 

【訂正後】 

 

 (3）当期のキャッシュ・フローの概況 

  

（省略） 

 

（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が2,303百万円、減価償却費580百万円、仕入債務の増加1,753百万円などの収入が大き

く、売上債権の増加1,223百万円の支出等がありましたが、営業活動によるキャッシュ・フローは3,061百万円の収

入（前連結会計年度末比230.1％増）となりました。 

  

（省略） 
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３．連結財務諸表及び主な注記 

 

【訂正前】 

 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31年３月31日) 

売上高   

完成工事高 30,575,531 37,495,536 

売上高合計 30,575,531 37,495,536 

売上原価   

完成工事原価 25,834,746 31,400,379 

売上原価合計 25,834,746 31,400,379 

売上総利益   

完成工事総利益 4,740,784 6,095,156 

売上総利益合計 4,740,784 6,095,156 

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 1,052,272 1,152,862 

賞与引当金繰入額 313,821 369,706 

役員賞与引当金繰入額 40,000 50,000 

退職給付費用 60,132 63,824 

減価償却費 142,331 168,855 

事業税 79,000 93,709 

その他 1,690,132 1,751,041 

販売費及び一般管理費合計 3,377,690 3,649,999 

営業利益 1,363,094 2,445,156 

営業外収益   

受取利息 1,991 1,596 

受取配当金 9,118 10,197 

受取地代家賃 37,490 36,822 

受取保険料 － 20,206 

その他 14,159 24,588 

営業外収益合計 62,760 93,411 

営業外費用   

支払利息 12,774 15,778 

債権売却損 4,581 8,302 

コミットメントフィー 17,208 10,020 

為替差損 11,412 288 

その他 3,202 8,629 

営業外費用合計 49,181 43,019 

経常利益 1,376,673 2,495,549 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,387 

投資有価証券売却益 36,971 － 

特別利益合計 36,971 1,387 
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  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 547 2,741 

固定資産処分損 5,466 23,648 

減損損失 4,700 163,891 

その他 1,100 2,254 

特別損失合計 11,814 192,536 

税金等調整前当期純利益 1,401,830 2,304,400 

法人税、住民税及び事業税 510,000 900,009 

法人税等調整額 △72,861 △127,543 

法人税等合計 437,138 772,465 

当期純利益 964,692 1,531,934 

非支配株主に帰属する当期純利益 － － 

親会社株主に帰属する当期純利益 964,692 1,531,934 

 

 

 

（連結包括利益計算書） 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31年３月31日) 

当期純利益 964,692 1,531,934 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 29,600 △53,764 

退職給付に係る調整額 △186,124 12,599 

為替換算調整勘定 141,838 △48,001 

その他の包括利益合計 △14,686 △89,167 

包括利益 950,006 1,442,767 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 950,006 1,442,767 

非支配株主に係る包括利益 － － 
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【訂正後】 

 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31年３月31日) 

売上高   

完成工事高 30,575,531 37,495,536 

売上高合計 30,575,531 37,495,536 

売上原価   

完成工事原価 25,834,746 31,400,379 

売上原価合計 25,834,746 31,400,379 

売上総利益   

完成工事総利益 4,740,784 6,095,156 

売上総利益合計 4,740,784 6,095,156 

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 1,052,272 1,152,862 

賞与引当金繰入額 313,821 369,706 

役員賞与引当金繰入額 40,000 50,000 

退職給付費用 60,132 63,824 

減価償却費 142,331 168,855 

事業税 79,000 93,709 

その他 1,690,132 1,751,864 

販売費及び一般管理費合計 3,377,690 3,650,822 

営業利益 1,363,094 2,444,333 

営業外収益   

受取利息 1,991 1,596 

受取配当金 9,118 10,197 

受取地代家賃 37,490 36,822 

受取保険料 － 20,206 

その他 14,159 24,588 

営業外収益合計 62,760 93,411 

営業外費用   

支払利息 12,774 15,778 

債権売却損 4,581 8,302 

コミットメントフィー 17,208 10,020 

為替差損 11,412 288 

その他 3,202 8,629 

営業外費用合計 49,181 43,019 

経常利益 1,376,673 2,494,726 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,387 

投資有価証券売却益 36,971 － 

特別利益合計 36,971 1,387 
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  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 547 2,741 

固定資産処分損 5,466 23,648 

減損損失 4,700 163,891 

その他 1,100 2,254 

特別損失合計 11,814 192,536 

税金等調整前当期純利益 1,401,830 2,303,577 

法人税、住民税及び事業税 510,000 900,009 

法人税等調整額 △72,861 △127,543 

法人税等合計 437,138 772,465 

当期純利益 964,692 1,531,111 

非支配株主に帰属する当期純利益 － － 

親会社株主に帰属する当期純利益 964,692 1,531,111 

 

 

 

（連結包括利益計算書） 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31年３月31日) 

当期純利益 964,692 1,531,111 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 29,600 △53,764 

退職給付に係る調整額 △186,124 12,599 

為替換算調整勘定 141,838 △48,001 

その他の包括利益合計 △14,686 △89,167 

包括利益 950,006 1,441,944 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 950,006 1,441,944 

非支配株主に係る包括利益 － － 
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【訂正前】 

 

（３）連結株主資本等変動計算書 

 

（省略） 

 

当連結会計年度（自平成30年４月１日 至平成31年３月31日） 

(単位：千円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 885,320 1,475,320 11,263,381 △6,972 13,617,047 

当期変動額      

剰余金の配当   △214,019  △214,019 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
  1,531,934  1,531,934 

自己株式の取得    △47 △47 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
  △823  △823 

当期変動額合計   1,317,092 △47 1,317,045 

当期末残高 885,320 1,475,320 12,580,473 △7,020 14,934,092 

 

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 

その他有価証券評価

差額金 
為替換算調整勘定 

退職給付に係る調整

累計額 
その他の包括利益累

計額合計 

当期首残高 130,884 3,548 △379,934 △245,501 13,371,546 

当期変動額      

剰余金の配当     △214,019 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
    1,531,934 

自己株式の取得     △47 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△53,764 △48,001 12,599 △89,167 △89,990 

当期変動額合計 △53,764 △48,001 12,599 △89,167 1,227,877 

当期末残高 77,119 △44,452 △367,335 △334,668 14,599,423 
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【訂正後】 

 

（３）連結株主資本等変動計算書 

 

（省略） 

 

当連結会計年度（自平成30年４月１日 至平成31年３月31日） 

(単位：千円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 885,320 1,475,320 11,263,381 △6,972 13,617,047 

当期変動額      

剰余金の配当   △214,019  △214,019 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
  1,531,111  1,531,111 

自己株式の取得    △47 △47 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
       

当期変動額合計   1,317,092 △47 1,317,045 

当期末残高 885,320 1,475,320 12,580,473 △7,020 14,934,092 

 

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 

その他有価証券評価

差額金 
為替換算調整勘定 

退職給付に係る調整

累計額 
その他の包括利益累

計額合計 

当期首残高 130,884 3,548 △379,934 △245,501 13,371,546 

当期変動額      

剰余金の配当     △214,019 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
    1,531,111 

自己株式の取得     △47 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△53,764 △48,001 12,599 △89,167 △89,167 

当期変動額合計 △53,764 △48,001 12,599 △89,167 1,227,877 

当期末残高 77,119 △44,452 △367,335 △334,668 14,599,423 



－ 10 － 

【訂正前】 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31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 1,401,830 2,304,400 

減価償却費 550,152 580,016 

減損損失 4,700 163,891 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 132 121 

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,605 176,041 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △15,437 △25,523 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 191 7,573 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 24,061 3,722 

受取利息及び受取配当金 △11,110 △11,794 

支払利息 12,774 15,778 

為替差損益（△は益） △9,822 1,141 

投資有価証券売却損益（△は益） △36,971 － 

有形固定資産売却損益（△は益） 547 1,354 

有形固定資産除却損 3,261 13,908 

売上債権の増減額（△は増加） △1,177,462 △1,223,714 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △90,940 △655,310 

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,796 △19,332 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △80,472 68,577 

仕入債務の増減額（△は減少） 835,358 1,753,982 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 349,660 60,619 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △224,688 251,476 

その他 64,118 70,448 

小計 1,525,480 3,537,380 

利息及び配当金の受取額 11,110 11,794 

利息の支払額 △12,779 △15,821 

法人税等の支払額 △596,482 △472,117 

営業活動によるキャッシュ・フロー 927,329 3,061,236 

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 △1,434,593 △1,351,662 

有形固定資産の売却による収入 441 2,291 

無形固定資産の取得による支出 △11,518 △8,253 

投資有価証券の取得による支出 △53,862 △17,212 

投資有価証券の売却による収入 59,631 464 

貸付金の回収による収入 597 － 

その他 3,525 5,455 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,435,776 △1,368,916 



－ 11 － 

 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31年３月31日) 

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） △200,000 △500,000 

長期借入れによる収入 － 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △550,588 △495,295 

自己株式の取得による支出 △252 △47 

配当金の支払額 △213,628 △212,138 

リース債務の返済による支出 △37,364 △30,049 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,001,833 △237,530 

現金及び現金同等物に係る換算差額 59,275 △29,120 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,451,006 1,425,668 

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,824 3,131,818 

現金及び現金同等物の期末残高 3,131,818 4,557,487 

 



－ 12 － 

【訂正後】 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31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 1,401,830 2,303,577 

減価償却費 550,152 580,016 

減損損失 4,700 163,891 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 132 121 

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,605 176,041 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △15,437 △25,523 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 191 7,573 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 24,061 3,722 

受取利息及び受取配当金 △11,110 △11,794 

支払利息 12,774 15,778 

為替差損益（△は益） △9,822 1,141 

投資有価証券売却損益（△は益） △36,971 － 

有形固定資産売却損益（△は益） 547 1,354 

有形固定資産除却損 3,261 13,908 

売上債権の増減額（△は増加） △1,177,462 △1,223,714 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △90,940 △655,310 

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,796 △19,332 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △80,472 68,577 

仕入債務の増減額（△は減少） 835,358 1,753,982 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 349,660 60,619 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △224,688 251,476 

その他 64,118 71,271 

小計 1,525,480 3,537,380 

利息及び配当金の受取額 11,110 11,794 

利息の支払額 △12,779 △15,821 

法人税等の支払額 △596,482 △472,117 

営業活動によるキャッシュ・フロー 927,329 3,061,236 

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 △1,434,593 △1,351,662 

有形固定資産の売却による収入 441 2,291 

無形固定資産の取得による支出 △11,518 △8,253 

投資有価証券の取得による支出 △53,862 △17,212 

投資有価証券の売却による収入 59,631 464 

貸付金の回収による収入 597 － 

その他 3,525 5,455 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,435,776 △1,368,916 



－ 13 － 

 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成31年３月31日) 

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） △200,000 △500,000 

長期借入れによる収入 － 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △550,588 △495,295 

自己株式の取得による支出 △252 △47 

配当金の支払額 △213,628 △212,138 

リース債務の返済による支出 △37,364 △30,049 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,001,833 △237,530 

現金及び現金同等物に係る換算差額 59,275 △29,120 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,451,006 1,425,668 

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,824 3,131,818 

現金及び現金同等物の期末残高 3,131,818 4,557,487 



－ 14 － 

【訂正前】 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

（省略） 

 

当連結会計年度（自平成30年４月１日  至平成31年３月31日） 

 （単位：千円）

 報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 

 設備工事事業 表面処理事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 35,876,057 1,452,046 37,328,104 167,431 37,495,536 

計 35,876,057 1,452,046 37,328,104 167,431 37,495,536 

セグメント利益 3,058,403 164,101 3,222,504 △5,420 3,217,084 

セグメント資産 25,214,330 2,063,732 27,278,062 132,008 27,410,071 

その他の項目      

減価償却費 415,422 135,521 550,944 3,218 554,163 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
833,198 227,943 1,061,142 23,605 1,084,747 

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等であります。 

 

【訂正後】 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

（省略） 

 

当連結会計年度（自平成30年４月１日  至平成31年３月31日） 

 （単位：千円）

 報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 

 設備工事事業 表面処理事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 35,876,057 1,452,046 37,328,104 167,431 37,495,536 

計 35,876,057 1,452,046 37,328,104 167,431 37,495,536 

セグメント利益 3,058,403 163,278 3,221,681 △5,420 3,216,261 

セグメント資産 25,214,330 2,063,732 27,278,062 132,008 27,410,071 

その他の項目      

減価償却費 415,422 135,521 550,944 3,218 554,163 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
833,198 227,943 1,061,142 23,605 1,084,747 

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである鋳造用工業炉事業等であります。 



－ 15 － 

【訂正前】 

 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 30,410,196 37,328,104 

「その他」の区分の売上高 165,334 167,431 

セグメント間取引消去 － － 

連結財務諸表の売上高 30,575,531 37,495,536 

 

（単位：千円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 2,030,497 3,222,504 

「その他」の区分の利益 9,829 △5,420 

セグメント間取引消去 － － 

全社費用（注） △677,232 △771,928 

連結財務諸表の営業利益 1,363,094 2,445,156 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

（単位：千円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 22,685,208 27,278,062 

「その他」の区分の資産 170,587 132,008 

全社資産（注） 2,625,781 1,731,490 

連結財務諸表の資産合計 25,481,577 29,141,561 

（注）全社資産は、主に提出会社での余資運用資金（現預金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 



－ 16 － 

【訂正後】 

 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 30,410,196 37,328,104 

「その他」の区分の売上高 165,334 167,431 

セグメント間取引消去 － － 

連結財務諸表の売上高 30,575,531 37,495,536 

 

（単位：千円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 2,030,497 3,221,681 

「その他」の区分の利益 9,829 △5,420 

セグメント間取引消去 － － 

全社費用（注） △677,232 △771,928 

連結財務諸表の営業利益 1,363,094 2,444,333 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

（単位：千円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 22,685,208 27,278,062 

「その他」の区分の資産 170,587 132,008 

全社資産（注） 2,625,781 1,731,490 

連結財務諸表の資産合計 25,481,577 29,141,561 

（注）全社資産は、主に提出会社での余資運用資金（現預金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

 

 



－ 17 － 

【訂正前】 

 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

（自 平成29年４月１日 

至 平成30年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,249円56銭 1,364円32銭 

１株当たり当期純利益金額 90円15銭 143円16銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成29年４月１日 

至 平成30年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日） 

親会社株主に帰属する当期純利益金額

（千円） 
964,692 1,531,934 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益金額（千円） 
964,692 1,531,934 

期中平均株式数（千株） 10,701 10,700 

 

 

【訂正後】 

 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

（自 平成29年４月１日 

至 平成30年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,249円56銭 1,364円32銭 

１株当たり当期純利益金額 90円15銭 143円08銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成29年４月１日 

至 平成30年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成30年４月１日 

至 平成31年３月31日） 

親会社株主に帰属する当期純利益金額

（千円） 
964,692 1,531,111 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益金額（千円） 
964,692 1,531,111 

期中平均株式数（千株） 10,701 10,700 

 




