
 

 

各位 

   

     

2020年６月 23日 

会社名  東京ラヂエーター製造株式会社 

             代表者名  代表取締役社長   落 合 久 男 

  （コード番号 7235  東証 2部） 

問合せ先   企画管理本部 本部長 矢 野 和 彦 

  (TEL.0466-87-1231) 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

2020 年５月 19日に公表いたしました「2020 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お知らせいたします。また、数値データに関して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。 

 

記 

１．訂正の理由 

「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に、記載内容の一部に訂正すべき事項が

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（訂正部分に下線を付しております） 
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３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表（負債の部） 

【訂正前】 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 

当連結会計年度 

(2020年３月31日) 

（省略）   

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,506,081 2,500,958 

電子記録債務 2,867,464 2,227,084 

未払費用 1,009,902 880,753 

未払法人税等 312,962 144,725 

製品保証引当金 31,246 32,518 

設備関係支払手形 46,479 - 

営業外電子記録債務 259,756 162,058 

設備関係未払金 265,687 385,542 

その他 157,644 207,889 

流動負債合計 7,457,225 6,541,531 

固定負債   

退職給付に係る負債 533,447 523,556 

繰延税金負債 8,657 22,946 

その他 41,381 274,162 

固定負債合計 583,486 820,665 

負債合計 8,040,711 7,362,197 

（省略）   

 

【訂正後】 
  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 

当連結会計年度 

(2020年３月31日) 

（省略）   

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,506,081 2,500,958 

電子記録債務 2,867,464 2,227,084 

未払費用 1,009,902 933,449 

未払法人税等 312,962 144,725 

製品保証引当金 31,246 32,518 

設備関係支払手形 46,479 - 

営業外電子記録債務 259,756 162,058 

設備関係未払金 265,687 385,542 

その他 157,644 155,193 

流動負債合計 7,457,225 6,541,531 

固定負債   

退職給付に係る負債 533,447 523,556 

繰延税金負債 8,657 22,946 

その他 41,381 274,162 

固定負債合計 583,486 820,665 

負債合計 8,040,711 7,362,197 

（省略）   
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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（連結包括利益計算書） 

【訂正前】 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

当期純利益 1,264,184 241,824 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △102,313 △353,564 

為替換算調整勘定 △486,543 △289,674 

退職給付に係る調整額 △3,861 △42,836 

その他の包括利益合計 △592,719 △686,076 

包括利益 671,464 △444,252 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 610,070 △532,522 

非支配株主に係る包括利益 61,394 88,270 

 

【訂正後】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

当期純利益 1,264,184 241,824 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △102,313 △353,564 

為替換算調整勘定 △486,543 △289,674 

退職給付に係る調整額 △3,861 △42,840 

その他の包括利益合計 △592,719 △686,079 

包括利益 671,464 △444,255 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 610,070 △532,525 

非支配株主に係る包括利益 61,394 88,270 
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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 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

 至 2020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 1,566,699 633,233 

減価償却費 956,176 1,016,290 

減損損失 21,723 51,100 

引当金の増減額（△は減少） △2,937 △729 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △14,169 △20,744 

受取利息及び受取配当金 △128,040 △139,322 

支払利息 1,604 11,667 

為替差損益（△は益） － △7,634 

固定資産除却損 9,428 178,972 

売上債権の増減額（△は増加） △579,366 1,036,269 

たな卸資産の増減額（△は増加） △215,180 △389,287 

販売用プレス金型の増減額（△は増加） △2,217 △18,378 

仕入債務の増減額（△は減少） 298,387 △639,508 

未払費用の増減額（△は減少） △16,645 △122,982 

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,855 △7,490 

その他 881 △128,634 

小計 1,890,486 1,452,821 

利息及び配当金の受取額 128,040 139,322 

利息の支払額 △1,604 △11,667 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △267,012 △346,177 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,749,910 1,234,299 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △221,405 △109,600 

定期預金の払戻による収入 11,000 23,100 

有形固定資産の取得による支出 △1,226,663 △1,414,173 

有形固定資産の売却による収入 2,293 3,253 

無形固定資産の取得による支出 △23,262 △251,442 

投資有価証券の取得による支出 △22,522 △24,222 

その他 △23,506 △3,281 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,504,067 △1,776,365 

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） △85,500 - 

配当金の支払額 △172,655 △187,043 

非支配株主への配当金の支払額 △49,180 △44,977 

その他 △2,542 △4,625 

財務活動によるキャッシュ・フロー △309,879 △236,645 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164,465 △102,581 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △228,502 △881,294 

現金及び現金同等物の期首残高 9,522,090 9,293,587 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 9,293,587 ※ 8,412,293 

 



 

【訂正後】 
  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

 至 2020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 1,566,699 633,233 

減価償却費 956,176 1,016,290 

減損損失 21,723 51,100 

引当金の増減額（△は減少） △2,937 △729 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △14,169 △20,744 

受取利息及び受取配当金 △128,040 △139,322 

支払利息 1,604 11,667 

為替差損益（△は益） △29 △7,634 

固定資産除却損 9,428 178,972 

売上債権の増減額（△は増加） △579,366 1,036,269 

たな卸資産の増減額（△は増加） △215,180 △389,287 

販売用プレス金型の増減額（△は増加） △2,217 △18,378 

仕入債務の増減額（△は減少） 298,387 △639,508 

未払費用の増減額（△は減少） △16,645 △122,982 

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,855 △7,490 

その他 910 △128,634 

小計 1,890,486 1,452,821 

利息及び配当金の受取額 128,040 139,322 

利息の支払額 △1,604 △11,667 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △267,012 △346,177 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,749,910 1,234,299 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △221,405 △109,600 

定期預金の払戻による収入 11,000 23,100 

有形固定資産の取得による支出 △1,226,663 △1,414,173 

有形固定資産の売却による収入 2,293 3,253 

無形固定資産の取得による支出 △23,262 △251,442 

投資有価証券の取得による支出 △22,522 △24,222 

その他 △23,506 △3,281 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,504,067 △1,776,365 

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） △85,500 - 

配当金の支払額 △172,655 △187,043 

非支配株主への配当金の支払額 △49,180 △44,977 

その他 △2,542 △4,625 

財務活動によるキャッシュ・フロー △309,879 △236,645 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164,465 △102,581 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △228,502 △881,294 

現金及び現金同等物の期首残高 9,522,090 9,293,587 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 9,293,587 ※ 8,412,293 
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４．個別財務諸表及び主な注記 

（１）貸借対照表（負債の部） 

【訂正前】 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2019年３月31日) 

当事業年度 

(2020年３月31日) 

（省略）   

負債の部   

流動負債   

電子記録債務 ※ 2,867,464 ※ 2,227,084 

買掛金 ※ 2,285,498 ※ 1,859,659 

未払費用 ※ 871,719 ※ 731,922 

未払法人税等 151,275 1,145 

預り金 46,417 25,158 

製品保証引当金 31,246 32,518 

営業外電子記録債務 259,756 162,058 

設備関係未払金 265,687 374,117 

その他 ※ 70,371 ※ 109,210 

流動負債合計 6,849,437 5,522,875 

固定負債   

退職給付引当金 460,397 427,332 

その他 6,684 ※ 110,485 

固定負債合計 467,082 537,817 

負債合計 7,316,519 6,060,693 

（省略）   

 

【訂正後】 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2019年３月31日) 

当事業年度 

(2020年３月31日) 

（省略）   

負債の部   

流動負債   

電子記録債務 ※ 2,867,464 ※ 2,227,084 

買掛金 ※ 2,285,498 ※ 1,859,659 

未払費用 ※ 871,719 ※ 784,618 

未払法人税等 151,275 1,145 

預り金 46,417 25,158 

製品保証引当金 31,246 32,518 

営業外電子記録債務 259,756 162,058 

設備関係未払金 265,687 374,117 

その他 ※ 70,371 ※ 56,514 

流動負債合計 6,849,437 5,522,875 

固定負債   

退職給付引当金 460,397 427,332 

その他 6,684 ※ 110,485 

固定負債合計 467,082 537,817 

負債合計 7,316,519 6,060,693 

（省略）   

 

以上 


