
  

  

 

2019年６月18日 

各 位 

会 社 名 株式会社ナカヨ 

代表者名 代表取締役社長  谷本 佳己 

 (コード：6715 東証第一部) 

問合せ先 取締役常務執行役員 

 管理統括本部長 加藤 英明 

 (TEL 027-253-1006) 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正について 
 

当社は、2018年８月８日に公表いたしました「平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

内容の一部に訂正すべき事項がありましたので下記のとおりお知らせします。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も送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

「平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の開示後、記載内容の一部に訂正すべき事項が判明
したため、訂正するものであります。 
 

２．訂正の内容 

 訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

サマリー情報 
１．平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6月30日） 
(1) 連結経営成績(累計) 

【訂正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

 31年3月期第1四半期 3,599 △3.2 △196 ― △146 ― △92 ― 

 30年3月期第1四半期 3,716 △14.7 29 △56.0 41 △63.1 10 △85.0 
 

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 69 百万円( △63.7％) 30年3月期第1四半期 190 百万円( 135.1％) 

 

【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

 31年3月期第1四半期 3,599 △3.2 △196 ― △146 ― △92 ― 

 30年3月期第1四半期 3,716 △14.7 29 △56.0 41 △63.1 10 △85.0 
 

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 54 百万円( △71.5％) 30年3月期第1四半期 190 百万円( 135.1％) 

 

(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 ％ 

 31年3月期第1四半期 22,302 17,618 79.0 

 30年3月期 23,262 17,813 76.6 
 

(参考) 自己資本 31年3月期第1四半期 17,618百万円 30年3月期 17,813 百万円

 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

 31年3月期第1四半期 22,280 17,603 79.0 

 30年3月期 23,262 17,813 76.6 
 

(参考) 自己資本 31年3月期第1四半期 17,603百万円 30年3月期 17,813 百万円
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）財政状態に関する説明 
【訂正前】 

(資 産) 

総資産は前連結会計年度末に比べ960百万円減少し、22,302百万円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ1,123百万円減少し、13,721百万円となりました。これは主に、商品及び製品

の増加156百万円、仕掛品の増加87百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少1,477百万円があったこと等に

よるものであります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ162百万円増加し、8,580百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減

少62百万円があったものの、投資有価証券の増加189百万円、投資その他の資産の「その他」に含まれる退職給付に

係る資産の増加57百万円があったこと等によるものであります。 

(負 債) 

負債は前連結会計年度末に比べ765百万円減少し、4,684百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ770百万円減少し、3,624百万円となりました。これは主に、製品保証引当金の

増加176百万円があったものの、電子記録債務の減少281百万円、支払手形及び買掛金の減少255百万円、未払法人税

等の減少272百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払金の減少182百万円があったこと等によるものであります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、1,059百万円となりました。これは主に、固定負債の「その

他」に含まれる繰延税金負債の増加13百万円があったこと等によるものであります。 

(純資産) 

純資産は前連結会計年度末に比べ195百万円減少し、17,618百万円となりました。これは主に、その他有価証券評

価差額金の増加131百万円、退職給付に係る調整累計額の増加30百万円があったものの、利益剰余金の減少356百万円

があったこと等によるものであります。 

 

【訂正後】 

(資 産) 

総資産は前連結会計年度末に比べ982百万円減少し、22,280百万円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ1,123百万円減少し、13,721百万円となりました。これは主に、商品及び製品

の増加156百万円、仕掛品の増加87百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少1,477百万円があったこと等に

よるものであります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ141百万円増加し、8,559百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減

少62百万円があったものの、投資有価証券の増加189百万円、投資その他の資産の「その他」に含まれる退職給付に

係る資産の増加36百万円があったこと等によるものであります。 

(負 債) 

負債は前連結会計年度末に比べ771百万円減少し、4,677百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ770百万円減少し、3,624百万円となりました。これは主に、製品保証引当金の

増加176百万円があったものの、電子記録債務の減少281百万円、支払手形及び買掛金の減少255百万円、未払法人税

等の減少272百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払金の減少182百万円があったこと等によるものであります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ0百万円減少し、1,052百万円となりました。これは主に、固定負債の「その

他」に含まれる繰延税金負債の増加6百万円があったものの、固定負債の「その他」に含まれる長期未払金の減少7百

万円があったこと等によるものであります。 

(純資産) 

純資産は前連結会計年度末に比べ210百万円減少し、17,603百万円となりました。これは主に、その他有価証券評

価差額金の増加131百万円、退職給付に係る調整累計額の増加15百万円があったものの、利益剰余金の減少356百万円

があったこと等によるものであります。 
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２．四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 

(平成30年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,336 5,389 

  受取手形及び売掛金 7,088 5,611 

  商品及び製品 784 941 

  仕掛品 505 592 

  原材料及び貯蔵品 1,019 1,023 

  その他 118 168 

  貸倒引当金 △7 △5 

  流動資産合計 14,844 13,721 

 固定資産   

  有形固定資産 2,880 2,817 

  無形固定資産 692 744 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,796 2,986 

   その他 2,051 2,035 

   貸倒引当金 △2 △3 

   投資その他の資産合計 4,845 5,018 

  固定資産合計 8,417 8,580 

 資産合計 23,262 22,302 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,355 1,100 

  電子記録債務 1,607 1,325 

  未払法人税等 292 20 

  製品保証引当金 167 343 

  賞与引当金 249 77 

  その他 723 757 

  流動負債合計 4,395 3,624 

 固定負債   

  その他 1,053 1,059 

  固定負債合計 1,053 1,059 

 負債合計 5,449 4,684 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,909 4,909 

  資本剰余金 4,522 4,522 

  利益剰余金 7,432 7,075 

  自己株式 △410 △410 

  株主資本合計 16,452 16,096 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,275 1,406 

  退職給付に係る調整累計額 85 115 

  その他の包括利益累計額合計 1,360 1,521 

 純資産合計 17,813 17,618 

負債純資産合計 23,262 22,302 

 

【訂正後】 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,336 5,389 

  受取手形及び売掛金 7,088 5,611 

  商品及び製品 784 941 

  仕掛品 505 592 

  原材料及び貯蔵品 1,019 1,023 

  その他 118 168 

  貸倒引当金 △7 △5 

  流動資産合計 14,844 13,721 

 固定資産   

  有形固定資産 2,880 2,817 

  無形固定資産 692 744 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,796 2,986 

   その他 2,051 2,014 

   貸倒引当金 △2 △3 

   投資その他の資産合計 4,845 4,997 

  固定資産合計 8,417 8,559 

 資産合計 23,262 22,280 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,355 1,100 

  電子記録債務 1,607 1,325 

  未払法人税等 292 20 

  製品保証引当金 167 343 

  賞与引当金 249 77 

  その他 723 757 

  流動負債合計 4,395 3,624 

 固定負債   

  その他 1,053 1,052 

  固定負債合計 1,053 1,052 

 負債合計 5,449 4,677 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,909 4,909 

  資本剰余金 4,522 4,522 

  利益剰余金 7,432 7,075 

  自己株式 △410 △410 

  株主資本合計 16,452 16,096 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,275 1,406 

  退職給付に係る調整累計額 85 100 

  その他の包括利益累計額合計 1,360 1,506 

 純資産合計 17,813 17,603 

負債純資産合計 23,262 22,280 

 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

【訂正前】 
           (単位：百万円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10 △92 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 165 131 

 退職給付に係る調整額 14 30 

 その他の包括利益合計 180 161 

四半期包括利益 190 69 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 190 69 

 

【訂正後】 
           (単位：百万円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10 △92 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 165 131 

 退職給付に係る調整額 14 15 

 その他の包括利益合計 180 146 

四半期包括利益 190 54 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 190 54 

 

以 上  
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