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2020年７月２日 

各  位 

上場会社名 

代 表 者 代表取締役社長 谷川 正人 

（コード番号 ６９０５  東証第一部） 

問い合せ先 常務取締役 小西 有吉 

ＴＥＬ  076-432-8151 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「2020年５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 

 2020年６月22日に発表いたしました「2020年５月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、記載内容の一
部に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。また、数値データも訂正いたしましたので、訂正後の数値
データも送信いたします。 
なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

記 

1. 訂正の理由

2020年６月 22日の発表後、有価証券報告書の作成過程において、記載の内容に一部訂正が生じ、提出済みの決算短信

を訂正させていただくものであります。

2. 訂正の内容
サマリー情報
1.2020年5月期の連結業績（2019年5月21日～2020年5月20日）

（1）連結経営成績 
＜訂正前＞ 

(％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 ％ 

2020年 5月期 23,865 △14.4 1,668 △50.3 1,636 △50.3 264 △87.6

2019年 5月期 27,876 4.8 3,355 △28.7 3,296 △31.7 2,130 △34.7

（注）包括利益 2020年 5月期 △351百万円（―％） 2019年5月期 1,751百万円（△50.1％） 

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 ％ ％ ％ 

2020年 5月期 7.61 ― 0.7 3.8 7.0 

2019年 5月期 59.41 ― 5.3 7.4 12.0 

（参考）持分法投資損益   2020年5月期 ―百万円 2019年 5月期 ―百万円 

＜訂正後＞ 
(％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 ％ 

2020年 5月期 23,865 △14.4 1,668 △50.3 1,636 △50.3 303 △85.7

2019年 5月期 27,876 4.8 3,355 △28.7 3,296 △31.7 2,130 △34.7

（注）包括利益 2020年 5月期 △312百万円（―％） 2019年5月期 1,751百万円（△50.1％） 

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 ％ ％ ％ 

2020年 5月期 8.74 ― 0.8 3.8 7.0 

2019年 5月期 59.41 ― 5.3 7.4 12.0 

（参考）持分法投資損益   2020年5月期 ―百万円 2019年 5月期 ―百万円 
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（2）連結財政状態 
＜訂正前＞ 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2020年 5月期 42,252 38,256 90.4 1,102.67 

2019年 5月期 44,295 40,117 90.5 1,127.63 

（参考）自己資本   2020年5月期 38,215百万円    2019年5月期 40,081百万円 

 

＜訂正後＞ 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2020年 5月期 42,291 38,271 90.4 1,103.09 

2019年 5月期 44,295 40,117 90.5 1,127.63 

（参考）自己資本   2020年5月期 38,229百万円    2019年5月期 40,081百万円 

 
 
 2.配当の状況 

＜訂正前＞ 
 年間配当金 配当金総額

（合計） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当

率（連結） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

2019年5月期(ああ) ― 17.00 ― 8.00 25.00 895 42.1 2.2 

2020年5月期(ああ)  ― 8.00 ― 12.00 20.00 693 262.8 1.8 

2021年5月期(予想) ― 8.00 ― 9.00 17.00  46.8  

 
＜訂正後＞ 

 
年間配当金 配当金総額 

（合計） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当 

率（連結） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

2019年5月期（ああ） ― 17.00 ― 8.00 25.00 895 42.1 2.2 

2020年5月期(ああ) ― 8.00 ― 12.00 20.00 693 228.9 1.8 

2021年5月期(予想) ― 8.00 ― 9.00 17.00  46.8  

 
 

3.2021年5月期の連結業績予想（2020年5月21日～2021年5月20日） 
＜訂正前＞ 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 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 

1株当たり当期 

純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第2四半期（累計） 13,200 12.6 1,060 38.3 1,070 38.3 680 325.6 19.62 

通期 26,000 8.9 1,900 13.9 1,990 21.6 1,260 375.9 36.36 

 
＜訂正後＞ 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 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 

1株当たり当期 

純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第2四半期（累計） 13,200 12.6 1,060 38.3 1,070 38.3 680 325.6 19.62 

通期 26,000 8.9 1,900 13.9 1,990 21.6 1,260 314.5 36.36 

 
 
 
添付資料 
 １.経営成績等の概況 
（1）当期の経営成績の概況……………………………………………………………………………………… 2ページ 

＜訂正前＞ 
また、前第１四半期連結会計期間に取得したPowerbox International ABを含めたヨーロッパ事業の再編を進め、関係
会社（Powerbox Australia Pty Ltd）の株式売却及びPowerboxグループ従業員の臨時解雇費用等の事業再編損３億12百
万円、投資有価証券評価損１億９百万円を計上したことに加え、法人税等調整額の増加要因もあり、親会社株主に帰属
する当期純利益は２億64百万円（同87.6％減）となりました。 
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＜訂正後＞ 
また、前第１四半期連結会計期間に取得したPowerbox International ABを含めたヨーロッパ事業の再編を進め、関係
会社（Powerbox Australia Pty Ltd）の株式売却及びPowerboxグループ従業員の臨時解雇費用等の事業再編損３億12百
万円、投資有価証券評価損１億９百万円を計上したことに加え、法人税等調整額の増加要因もあり、親会社株主に帰属
する当期純利益は３億３百万円（同85.7％減）となりました。 
 
 
（2）当期の財政状態の概況……………………………………………………………………………………… 4ページ 

＜訂正前＞ 
（資産） 
当連結会計年度末における流動資産は237億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億64百万円増加いたしまし

た。これは主に、現金及び預金が12億４百万円、受取手形及び売掛金が１億24百万円、有価証券が21億円増加した一方
で、たな卸資産が６億77百万円減少したことによるものであります。 
固定資産は185億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億７百万円減少いたしました。これは主に、有形固定

資産が１億40百万円、のれん等の無形固定資産が５億18百万円、投資有価証券が34億17百万円、繰延税金資産が３億53
百万円減少したことによるものであります。 
この結果、資産合計は422億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億43百万円減少いたしました。 

（負債） 
当連結会計年度末における流動負債は32億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億28百万円減少いたしました。

これは主に、リース債務が55百万円、賞与引当金が36百万円増加した一方で、買掛金が１億90百万円、短期借入金が２
億63百万円、未払金が37百万円、製品保証引当金が１億６百万円減少したことによるものであります。 
固定負債は７億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ53百万円減少いたしました。 
この結果、負債合計は39億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億81百万円減少いたしました。 

（純資産） 
当連結会計年度末における純資産合計は382億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億61百万円減少いたしま

した。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益２億64百万円、剰余金の配当５億61百万円、自己株式の取得９億
99百万円等により、株主資本が12億71百万円減少し、為替換算調整勘定の減少等によりその他の包括利益累計額が５億
93百万円減少したことによるものであります。 
この結果、自己資本比率は90.4％（前連結会計年度末は90.5％）となりました。 

 

＜訂正後＞ 
（資産） 
当連結会計年度末における流動資産は237億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億64百万円増加いたしまし

た。これは主に、現金及び預金が12億４百万円、受取手形及び売掛金が１億24百万円、有価証券が21億円増加した一方
で、たな卸資産が６億77百万円減少したことによるものであります。 
固定資産は185億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億68百万円減少いたしました。これは主に、有形固定

資産が１億40百万円、のれん等の無形固定資産が５億18百万円、投資有価証券が34億17百万円、繰延税金資産が３億14
百万円減少したことによるものであります。 
この結果、資産合計は422億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億４百万円減少いたしました。 

（負債） 
当連結会計年度末における流動負債は32億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億28百万円減少いたしました。

これは主に、リース債務が55百万円、賞与引当金が36百万円増加した一方で、買掛金が１億90百万円、短期借入金が２
億63百万円、未払金が37百万円、製品保証引当金が１億６百万円減少したことによるものであります。 
固定負債は７億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円減少いたしました。 
この結果、負債合計は40億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億57百万円減少いたしました。 

（純資産） 
当連結会計年度末における純資産合計は382億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億46百万円減少いたしま

した。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益３億３百万円、剰余金の配当５億61百万円、自己株式の取得９億
99百万円等により、株主資本が12億57百万円減少し、為替換算調整勘定の減少等によりその他の包括利益累計額が５億
93百万円減少したことによるものであります。 
この結果、自己資本比率は90.4％（前連結会計年度末は90.5％）となりました。 

 
 

（3）当期のキャッシュ・フローの概況………………………………………………………………………… 4ページ 
  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

              
2020年５月期 

＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

時価ベースの自己資本比率（％） 72.1 72.0 
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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……………………………………………………………………………………………… 6ページ 

（単位：千円） 

 

当連結会計年度 

（2020年５月 20日） 

＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

資産の部   

（省略） （省略） （省略） 

   投資その他の資産   

    投資有価証券 8,208,578 8,208,578 

    退職給付に係る資産 153,425 153,425 

    繰延税金資産 268,621 307,819 

    その他 108,718 108,718 

    投資その他の資産合計 8,739,344 8,778,541 

   固定資産合計 18,522,934 18,562,132 

  資産合計 42,252,355 42,291,553 

負債の部   

（省略） （省略） （省略） 

   固定負債   

    繰延税金負債 268,450 268,450 

    退職給付に係る負債 215,443 215,443 

    リース債務 85,962 85,962 

    その他 142,795 167,488 

    固定負債合計 712,652 737,345 

負債合計 3,995,696 4,020,390 

純資産の部   

  株主資本   

    資本金 2,055,000 2,055,000 

    資本剰余金 2,279,881 2,279,881 

    利益剰余金 35,545,289 35,559,506 

    自己株式 △1,209,048 △1,209,048 

    株主資本合計 38,671,123 38,685,340 

  その他の包括利益累計額   

    その他有価証券評価差額金 186,370 186,370 

    為替換算調整勘定 △643,460 △643,172 

    退職給付に係る調整累計額 1,456 1,456 

    その他の包括利益累計額合計 △455,633 △455,345 

  非支配株主持分 41,169 41,169 

  純資産合計 38,256,659 38,271,163 

負債純資産合計 42,252,355 42,291,553 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書………………………………………………………………… 8ページ 
 （連結損益計算書） 

（単位：千円） 

 

当連結会計年度 

（自 2019年５月 21日 

  至 2020年５月 20日） 

＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

（省略） （省略） （省略） 

税金等調整前当期純利益 1,169,559 1,169,559 

法人税、住民税及び事業税 597,528 597,528 

法人税等調整額 326,339 287,141 

法人税等合計 923,867 884,669 

当期純利益 245,691 284,889 

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に

帰属する当期純損失（△） 
△19,083 △19,083 

親会社株主に帰属する当期純利益 264,775 303,973 

 
 

〃           ………………………………………………………………… 9ページ 
 （連結包括利益計算書） 

（単位：千円） 

 

当連結会計年度 

（自 2019年５月 21日 

  至 2020年５月 20日） 

＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

当期純利益 245,691 284,889 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,314 △6,314 

為替換算調整勘定 △582,552 △582,264 

  退職給付に係る調整額 △8,742 △8,742 

その他の包括利益合計 △597,609 △597,321 

包括利益 △351,917 △312,431 

（内訳）   

  親会社株主に係る包括利益 △329,078 △289,592 

  非支配株主に係る包括利益 △22,839 △22,839 
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（３）連結株主資本等変動計算書…………………………………………………………………………………11ページ 
   当連結会計年度（自 2019年５月 21日 至 2020年５月 20日） 

＜訂正前＞                                       （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 2,055,000 2,279,881 37,588,618 △1,980,525 39,942,974 

当期変動額      

 剰余金の配当   △561,614  △561,614 

 親会社株主に帰属する当期 

純利益 
  264,775  264,775 

 自己株式の取得    △999,992 △999,992 

 自己株式の消却   △1,771,470 1,771,470 - 

 非支配株主との取引に係る 

 親会社の持分変動 
    - 

 連結範囲の変動   24,981  24,981 

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額（純額） 
    - 

当期変動額合計 - - △2,043,328 771,477 △1,271,850 

当期末残高 2,055,000 2,279,881 35,545,289 △1,209,048 38,671,123 

 
 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 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 192,685 △64,664 10,198 138,219 36,778 40,117,972 

当期変動額       

 剰余金の配当      △561,614 

 親会社株主に帰属する当期 

純利益 
     264,775 

 自己株式の取得      △999,992 

 自己株式の消却      - 

 非支配株主との取引に係る 

 親会社の持分変動 
     - 

 連結範囲の変動      24,981 

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額（純額） 
△6,314 △578,796 △8,742 △593,853 4,390 △589,462 

当期変動額合計 △6,314 △578,796 △8,742 △593,853 4,390 △1,861,312 

当期末残高 186,370 △643,460 1,456 △455,633 41,169 38,256,659 

 
＜訂正後＞                                      （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 2,055,000 2,279,881 37,588,618 △1,980,525 39,942,974 

当期変動額      

 剰余金の配当   △561,614  △561,614 

 親会社株主に帰属する当期 

純利益 
  303,973  303,973 

 自己株式の取得    △999,992 △999,992 

 自己株式の消却   △1,771,470 1,771,470 - 

 非支配株主との取引に係る 

 親会社の持分変動 
    - 

 連結範囲の変動     - 

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額（純額） 
    - 

当期変動額合計 - - △2,029,111 771,477 △1,257,633 

当期末残高 2,055,000 2,279,881 35,559,506 △1,209,048 38,685,340 

 
 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 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 192,685 △64,664 10,198 138,219 36,778 40,117,972 

当期変動額       

 剰余金の配当      △561,614 

 親会社株主に帰属する当期 

純利益 
     303,973 

 自己株式の取得      △999,992 

 自己株式の消却      - 

 非支配株主との取引に係る 

 親会社の持分変動 
     - 

 連結範囲の変動      - 

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額（純額） 
△6,314 △578,508 △8,742 △593,565 4,390 △589,174 

当期変動額合計 △6,314 △578,508 △8,742 △593,565 4,390 △1,846,808 

当期末残高 186,370 △643,172 1,456 △455,345 41,169 38,271,163 
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   当連結会計年度（自 2019年５月 21日 至 2020年５月 20日） 
＜訂正前＞ 

（単位：千円） 

 報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸 

表計上額 

（注）２ 

日本生産 

販売事業 

北米 

販売事業 

ヨーロッパ 

生産販売事業 

アジア 

販売事業 

中国 

生産事業 
合計 

セグメント資産 40,429,805 1,237,620 5,279,992 975,161 2,951,558 50,874,137 △8,621,781 42,252,355 

 
＜訂正後＞ 

（単位：千円） 

 報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸 

表計上額 

（注）２ 

日本生産 

販売事業 

北米 

販売事業 

ヨーロッパ 

生産販売事業 

アジア 

販売事業 

中国 

生産事業 
合計 

セグメント資産 40,469,003 1,237,620 5,279,992 975,161 2,951,558 50,913,335 △8,621,781 42,291,553 
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＜訂正前＞ 

 

前連結会計年度 

（自 2018年５月 21日 

  至 2019年５月 20日） 

当連結会計年度 

（自 2019年５月 21日 

  至 2020年５月 20日） 

１株当たり純資産額 1,127円 63銭 1,102円 67銭 

１株当たり当期純利益 59円 41銭 ７円 61銭 

（中略） 

 

前連結会計年度 

（自 2018年５月 21日 

  至 2019年５月 20日） 

当連結会計年度 

（自 2019年５月 21日 

  至 2020年５月 20日） 

 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 2,130,385 264,775 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株主に係る親会社株主に帰属する当期純利 

 益（千円） 
2,130,385 264,775 

 普通株式の期中平均株式数（株） 35,857,846 34,792,531 

 
＜訂正後＞ 

 

前連結会計年度 

（自 2018年５月 21日 

  至 2019年５月 20日） 

当連結会計年度 

（自 2019年５月 21日 

  至 2020年５月 20日） 

１株当たり純資産額 1,127円 63銭 1,103円 09銭 

１株当たり当期純利益 59円 41銭 ８円 74銭 

（中略） 

 

前連結会計年度 

（自 2018年５月 21日 

  至 2019年５月 20日） 

当連結会計年度 

（自 2019年５月 21日 

  至 2020年５月 20日） 

 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 2,130,385 303,973 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株主に係る親会社株主に帰属する当期純利 

 益（千円） 
2,130,385 303,973 

 普通株式の期中平均株式数（株） 35,857,846 34,792,531 

 
 
※上記ページ数は、2020年６月22日に発表いたしました「2020年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」のページ数
です。 

以 上 


