
 
平成 30 年６月 27 日 

各      位 

会 社 名   株式会社メタルアート 

代表者名   取締役社長  多田 修 

（東証第 2部・コード 5644） 

問合せ先   

役職・氏名 執行役員 溝井 辰雄 

電話       077-563-2111 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 30 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成30年５月11日に開示いたしました。「平成30年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の内容につき

まして、一部誤りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。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. 訂正箇所及び内容 

「平成 30 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」 
  ・サマリー情報  

  ・添付資料２ページ（2）当期の財政状態の概況 

  ・添付資料４、５ぺージ３.連結財務諸表及び主な注記（1）連結貸借対照表 

  ・添付資料８ページ３.連結財務諸表及び主な注記（3）連結株主資本等変動計算書 

   前連結会計年度（自 平成 28 年４月１日 至 平成 29 年３月 31 日） 

  ・添付資料 10 ぺージ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 

  ・添付資料 15 ページ４.個別財務諸表及び主な注記（3）株主資本等変動計算書 

   前事業年度（自 平成 28 年４月１日 至 平成 29 年３月 31 日） 

 

 訂正内容につきましては、別添資料のとおりであります。 
 

２. 訂正理由 
 「平成 30 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが

判明いたしましたので、これを訂正いたします。この訂正による損益への影響はありません。 

 

 
 
 
 
 
 

 



（訂正前） 
（2）連結財政状態 

 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

30 年３月期 26,681 12,350 46.3 783.95

29 年３月期 25,185 11,869 47.1 753.33

 
（訂正後） 

（2）連結財政状態 

 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

30 年３月期 26,728 12,350 46.2 783.95

29 年３月期 25,185 11,869 47.1 753.33

 
 
（２）当期の財政状態の概況 

 
（訂正前） 

当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ14億９千５百万円増

加し、266億８千１百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産は、現金及び預金が３億７千５百万円減少、受取手形及び売掛金が３億７千２

百万円増加、電子記録債権が１億８千７百万円増加、未収入金が４億３百万円増加したこと等により、前

連結会計年度末に比べ６億５千６百万円増加し、148億８千２百万円となり、また固定資産は前連結会計年

度末に比べ８億３千８百万円増加し、117億９千９百万円となりました。 

 負債の部では、流動負債は、買掛金が２億２千７百万円増加、電子記録債務が４億３千５百万円増加、

設備電子記録債務が４億９千９百万円増加、未払法人税等が１億８千８百万円減少したこと等により、前

連結会計年度末に比べ10億９千７百万円増加し、135億５千９百万円となり、固定負債は、長期借入金の返

済により６千６百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ８千２百万円減少し、７億７千２百

万円となりました。 

 総資産は、親会社株主に帰属する当期純利益４億１千万円の計上による増加、剰余金の配当による９千

４百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ４億８千万円増加し、123億５千万円となりました。 

 

（訂正後） 
当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ 15 億４千２百万円増

加し、267 億２千８百万円となりました。 
 資産の部では、流動資産は、現金及び預金が３億７千５百万円減少、受取手形及び売掛金が３億７千２

百万円増加、電子記録債権が１億８千７百万円増加、未収入金が４億３百万円増加したこと等により、前

連結会計年度末に比べ６億５千６百万円増加し、148 億８千２百万円となり、また固定資産は前連結会計

年度末に比べ８億８千５百万円増加し、118 億４千６百万円となりました。 
 負債の部では、流動負債は、買掛金が２億２千７百万円増加、電子記録債務が４億３千５百万円増加、

設備電子記録債務が４億９千９百万円増加、未払法人税等が１億８千８百万円減少したこと等により、前

連結会計年度末に比べ 10 億９千７百万円増加し、135 億５千９百万円となり、固定負債は、長期借入金の

返済により６千６百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ３千５百万円減少し、８億１千９

百万円となりました。 
総資産は、親会社株主に帰属する当期純利益４億１千万円の計上による増加、剰余金の配当による９千

４百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ４億８千万円増加し、123 億５千万円となりました 
 
 

 



３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

（訂正前） 

           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 3,035,173 2,660,025

  受取手形及び売掛金 3,787,892 4,160,070

  電子記録債権 2,748,452 2,936,128

  製品 348,335 356,842

  仕掛品 1,316,065 1,278,781

  原材料及び貯蔵品 2,366,658 2,453,103

  繰延税金資産 167,096 152,717

  その他 455,717 884,490

  流動資産合計 14,225,391 14,882,161

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 2,587,725 3,425,482

   機械装置及び運搬具（純額） 4,481,626 4,496,849

   工具、器具及び備品（純額） 323,844 333,935

   土地 2,609,258 2,574,286

   リース資産（純額） 22,379 14,855

   建設仮勘定 444,579 496,566

   有形固定資産合計 10,469,413 11,341,975

  無形固定資産 

   公共施設利用権 7,462 6,017

   その他 50,891 37,044

   無形固定資産合計 58,353 43,061

  投資その他の資産 

   投資有価証券 163,179 172,088

   繰延税金資産 95,197 97,747

   その他 183,571 153,788

   貸倒引当金 △9,130 △9,130

   投資その他の資産合計 432,818 414,494

  固定資産合計 10,960,585 11,799,532

 資産合計 25,185,977 26,681,693

 
  



           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 2,602,724 2,830,531

  電子記録債務 4,320,705 4,756,389

  短期借入金 3,602,000 3,572,000

  リース債務 10,274 10,095

  未払費用 616,332 680,401

  未払法人税等 419,764 230,792

  賞与引当金 367,212 376,248

  役員賞与引当金 13,000 12,000

  その他 510,044 1,091,047

  流動負債合計 12,462,058 13,559,505

 固定負債 

  長期借入金 176,000 110,000

  リース債務 18,013 7,918

  繰延税金負債 19,676 29,390

  役員退職慰労引当金 115,300 140,652

  退職給付に係る負債 483,615 443,083

  資産除去債務 25,915 25,234

  その他 15,800 15,800

  固定負債合計 854,320 772,078

 負債合計 13,316,378 14,331,584

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,143,486 2,143,486

  資本剰余金 1,641,063 1,641,063

  利益剰余金 8,161,917 8,468,750

  自己株式 △9,453 △10,310

  株主資本合計 11,937,014 12,242,990

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 57,848 62,580

  為替換算調整勘定 △44,218 74,776

  退職給付に係る調整累計額 △81,046 △30,238

  その他の包括利益累計額合計 △67,416 107,117

 非支配株主持分 - -

 純資産合計 11,869,598 12,350,108

負債純資産合計 25,185,977 26,681,693



（訂正後） 

           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 3,035,173 2,660,025

  受取手形及び売掛金 3,787,892 4,160,070

  電子記録債権 2,748,452 2,936,128

  製品 348,335 356,842

  仕掛品 1,316,065 1,278,781

  原材料及び貯蔵品 2,366,658 2,453,103

  繰延税金資産 167,096 152,717

  その他 455,717 884,490

  流動資産合計 14,225,391 14,882,161

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 2,587,725 3,425,482

   機械装置及び運搬具（純額） 4,481,626 4,496,849

   工具、器具及び備品（純額） 323,844 333,935

   土地 2,609,258 2,574,286

   リース資産（純額） 22,379 14,855

   建設仮勘定 444,579 496,566

   有形固定資産合計 10,469,413 11,341,975

  無形固定資産 

   公共施設利用権 7,462 6,017

   その他 50,891 37,044

   無形固定資産合計 58,353 43,061

  投資その他の資産 

   投資有価証券 163,179 172,088

   退職給付に係る資産 - 46,922

   繰延税金資産 95,197 97,747

   その他 183,571 153,788

   貸倒引当金 △9,130 △9,130

   投資その他の資産合計 432,818 461,417

  固定資産合計 10,960,585 11,846,455

 資産合計 25,185,977 26,728,616

 
  



           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 2,602,724 2,830,531

  電子記録債務 4,320,705 4,756,389

  短期借入金 3,602,000 3,572,000

  リース債務 10,274 10,095

  未払費用 616,332 680,401

  未払法人税等 419,764 230,792

  賞与引当金 367,212 376,248

  役員賞与引当金 13,000 12,000

  その他 510,044 1,091,047

  流動負債合計 12,462,058 13,559,505

 固定負債 

  長期借入金 176,000 110,000

  リース債務 18,013 7,918

  繰延税金負債 19,676 29,390

  役員退職慰労引当金 115,300 140,652

  退職給付に係る負債 483,615 490,006

  資産除去債務 25,915 25,234

  その他 15,800 15,800

  固定負債合計 854,320 819,001

 負債合計 13,316,378 14,378,507

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,143,486 2,143,486

  資本剰余金 1,641,063 1,641,063

  利益剰余金 8,161,917 8,468,750

  自己株式 △9,453 △10,310

  株主資本合計 11,937,014 12,242,990

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 57,848 62,580

  為替換算調整勘定 △44,218 74,776

  退職給付に係る調整累計額 △81,046 △30,238

  その他の包括利益累計額合計 △67,416 107,117

 非支配株主持分 - -

 純資産合計 11,869,598 12,350,108

負債純資産合計 25,185,977 26,728,616



３．連結財務諸表及び主な注記 

（３）連結株主資本等変動計算書 

 前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

 

（訂正前） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2,143,486 1,641,063 7,530,248 △8,972 11,305,825

当期変動額

剰余金の配当 ― ― △78,790 ― △78,790

親会社株主に帰属す
る当期純利益

― ― 683,715 ― 683,715

自己株式の取得 ― ― ― △480 △480

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― 604,924 △480 604,443

当期末残高 2,143,486 1,641,063 8,161,917 △9,453 11,937,014

その他有価証券 為替換算 退職給付に係る その他の包括利益

評価差額金 調整勘定 調整累計額 累計額合計

当期首残高 38,712 △5,246 △92,945 △59,479 ― 11,246,345

当期変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △78,790

親会社株主に帰属す
る当期純利益

― ― ― ― ― 683,715

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △480

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

19,136 △38,972 11,898 △7,939 ― △7,939

当期変動額合計 19,136 △38,972 11,898 △7,939 ― 596,506

当期末残高 57,848 △44,218 △81,046 △67,416 ― 11,869,598

(単位：千円)

株主資本

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計



（訂正後） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2,143,486 1,641,063 7,530,248 △8,972 11,305,825

会計方針の変更によ
る累積的影響額

― ― 26,743 ― 26,743

会計方針の変更を反映
した当期首残高

2,143,486 1,641,063 7,556,991 △8,972 11,332,569

当期変動額

剰余金の配当 ― ― △78,790 ― △78,790

親会社株主に帰属す
る当期純利益

― ― 683,715 ― 683,715

自己株式の取得 ― ― ― △480 △480

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― 604,924 △480 604,443

当期末残高 2,143,486 1,641,063 8,161,917 △9,453 11,937,014

その他有価証券 為替換算 退職給付に係る その他の包括利益

評価差額金 調整勘定 調整累計額 累計額合計

当期首残高 38,712 △5,246 △92,945 △59,479 ― 11,246,345

会計方針の変更によ
る累積的影響額

― ― ― ― ― 26,743

会計方針の変更を反映
した当期首残高

38,712 △5,246 △92,945 △59,479 ― 11,273,089

当期変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △78,790

親会社株主に帰属す
る当期純利益

― ― ― ― ― 683,715

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △480

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

19,136 △38,972 11,898 △7,939 ― △7,939

当期変動額合計 19,136 △38,972 11,898 △7,939 ― 596,506

当期末残高 57,848 △44,218 △81,046 △67,416 ― 11,869,598

(単位：千円)

株主資本

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計



 

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 当連結会計年度

(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日

　至 平成29年３月31日) 　至 平成30年３月31日)

1,077,715 855,748

1,094,435 1,197,553

59,785 9,889

13,000 △1,000

28,187 34,719

△7,746 △13,571

12,608 12,212

55,930 498,594

19,110 30,013

△967,961 △594,970

△80,210 △407,127

△662,879 △121,059

1,659,460 711,002

160,286 353,761

2,461,722 2,565,767

7,746 13,571

△12,399 △12,132

△30,969 △643,856

2,426,099 1,923,349

△12,252 △1,385

△930,204 △2,079,711

21,177 12,856

△27,771 △6,079

△949,051 △2,074,320

30,000 -

- △30,000

△72,000 △66,000

△8,997 △10,274

△480 △856

△78,295 △94,151

△129,773 △201,282

6,454 △22,893

1,353,729 △375,147

1,681,443 3,035,173

3,035,173 2,660,025

配当金の支払額

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

短期借入金の返済による支出

長期借入金の返済による支出

リース債務の返済による支出

自己株式の取得による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

その他

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

為替差損益（△は益）

固定資産除却損

売上債権の増減額（△は増加）

未収入金の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

仕入債務の増減額（△は減少）

減価償却費

賞与引当金の増減額（△は減少）

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

受取利息及び受取配当金

支払利息

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又は税金等調整前当期
純損失（△）



（訂正後） 

  

(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日

　至 平成29年３月31日) 　至 平成30年３月31日)

1,077,715 855,748

1,094,435 1,197,553

59,785 9,889

13,000 △1,000

- △ 46,922

28,187 81,642

△7,746 △13,571

12,608 12,212

55,930 498,594

19110 30013

△967,961 △594,970

△80,210 △407,127

△662,879 △121,059

1,659,460 711,002

160,286 353,761

2,461,722 2,565,767

7,746 13,571

△12,399 △12,132

△30,969 △643,856

2,426,099 1,923,349

△12,252 △1,385

△930,204 △2,079,711

21,177 12,856

△27,771 △6,079

△949,051 △2,074,320

30,000 -

- △30,000

△72,000 △66,000

△8,997 △10,274

△480 △856

△78,295 △94,151

△129,773 △201,282

6,454 △22,893

1,353,729 △375,147

1,681,443 3,035,173

3,035,173 2,660,025現金及び現金同等物の期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

短期借入金の返済による支出

長期借入金の返済による支出

リース債務の返済による支出

自己株式の取得による支出

配当金の支払額

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

その他

仕入債務の増減額（△は減少）

減価償却費

賞与引当金の増減額（△は減少）

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

受取利息及び受取配当金

支払利息

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

為替差損益（△は益）

固定資産除却損

売上債権の増減額（△は増加）

未収入金の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

税金等調整前当期純利益

営業活動によるキャッシュ・フロー



４．個別財務諸表及び主な注記 

（３）株主資本等変動計算書 

 前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

 

（訂正前） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 310,411 5,410,392

当期変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △ 78,790 △78,790

当期純利益 ― ― ― ― ― 213,579 213,579

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

― ― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 134,789 134,789

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 471,944 5,571,925

その他有価証券 評価・換算

評価差額金 差額等合計

当期首残高 △ 8,972 9,185,969 38,712 38,712 9,224,682

当期変動額

剰余金の配当 ― △ 78,790 ― ― △ 78,790

当期純利益 ― 213,579 ― ― 213,579

自己株式の取得 △ 480 △ 480 ― ― △ 480

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

― ― 19,136 19,136 19,136

当期変動額合計 △ 480 134,310 19,136 19,136 153,444

当期末残高 △ 9,453 9,347,022 57,848 57,848 9,404,871

利益準備金 利益剰余金合計

その他利益剰余金

純資産合計

株主資本 評価・換算差額等

自己株式 株主資本合計

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

資本金

資本準備金 資本剰余金合計

(単位：千円)



 
 
（訂正後） 
 

 

 
以上 

 

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 310,411 5,410,392

会計方針の変更によ
る累積的影響額

― ― ― ― ― 26,743 26,743

会計方針の変更を反映
した当期首残高

2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 337,154 5,437,135

当期変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △ 78,790 △78,790

当期純利益 ― ― ― ― ― 213,579 213,579

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

― ― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 134,789 134,789

当期末残高 2,143,486 1,641,063 1,641,063 96,981 5,003,000 471,944 5,571,925

その他有価証券 評価・換算

評価差額金 差額等合計

当期首残高 △ 8,972 9,185,969 38,712 38,712 9,224,682

会計方針の変更によ
る累積的影響額

― 26,743 ― ― 26,743

会計方針の変更を反映
した当期首残高

△ 8,972 9,212,712 38,712 38,712 9,251,425

当期変動額

剰余金の配当 ― △ 78,790 ― ― △ 78,790

当期純利益 ― 213,579 ― ― 213,579

自己株式の取得 △ 480 △ 480 ― ― △ 480

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

― ― 19,136 19,136 19,136

当期変動額合計 △ 480 134,310 19,136 19,136 153,444

当期末残高 △ 9,453 9,347,022 57,848 57,848 9,404,871

自己株式 株主資本合計

利益剰余金合計

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金


