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平成 30年５月 11日 
各 位 
 

会 社 名 三 谷 産 業 株 式 会 社 

代表取締役社長  三 谷 忠 照 

コード番号 8285（東証・名証第一部）  

本社所在地 石川県金沢市玉川町１番５号  
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責任者役職名 専務取締役 財務担当 

氏 名 西 野 誠 治 

Ｔ Ｅ Ｌ 076（ 233 ）2151 

 

 

（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４月 27 日に公表いたしました「平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容

について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付して

表示しております。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 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後に、添付資料に記載の「連結貸借対照

表」における有形固定資産の「建物及び構築物」、「機械装置及び運搬具」、「工具、器具及び備品」、

そして当該科目毎の「減価償却累計額」ならびに、「受注及び販売の状況」における情報システム関連事

業の受注高および受注残高の数値に誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。なお、本

訂正による連結経営成績および連結財政状態への影響はございません。 

 

２． 訂正の内容 

＜添付資料 ３ページ＞ 

１． 経営成績等の概況 

（１）当連結会計年度の経営成績の概況 

〔２〕セグメント別の状況 

 

【訂正前】 

＜情報システム関連事業＞ 

受注高は、北陸地区での公共機関向けハードウエアの受注ならびに首都圏でのシステムインテグレーションサービスにおける

システム開発案件の受注が好調であったことに加えて、当社オリジナルソリューションである「POWER EGG®」の金融機関向け受注

も好調であったことから、前期比 63.4％増の 72億 33百万円となりました。 
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【訂正後】 

＜情報システム関連事業＞ 

受注高は、北陸地区での公共機関向けハードウエアの受注ならびに首都圏でのシステムインテグレーションサービスにおける

システム開発案件の受注が好調であったことに加えて、当社オリジナルソリューションである「POWER EGG®」の金融機関向け受注

も好調であったことから、前期比 10.9％増の 65億 59百万円となりました。 

 

 

＜添付資料 10ページ＞ 

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：百万円） 

 
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   

（ 省 略 ）   

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 15,427 19,646 

    減価償却累計額 △8,451 △11,223 

    建物及び構築物（純額） 6,975 8,423 

   機械装置及び運搬具 4,065 14,412 

    減価償却累計額 △2,847 △13,010 

    機械装置及び運搬具（純額） 1,217 1,402 

   工具、器具及び備品 1,191 1,434 

    減価償却累計額 △935 △1,154 

    工具、器具及び備品（純額） 256 279 

   土地 3,856 3,861 

   リース資産 1,177 885 

    減価償却累計額 △690 △425 

    リース資産（純額） 486 459 

  建設仮勘定 113 1,765 

  有形固定資産合計 12,907 16,192 

（ 省 略 ）   
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【訂正後】 

（単位：百万円） 

 
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   

（ 省 略 ）   

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 15,427 17,190 

    減価償却累計額 △8,451 △8,766 

    建物及び構築物（純額） 6,975 8,423 

   機械装置及び運搬具 4,065 4,856 

    減価償却累計額 △2,847 △3,453 

    機械装置及び運搬具（純額） 1,217 1,402 

   工具、器具及び備品 1,191 1,271 

    減価償却累計額 △935 △992 

    工具、器具及び備品（純額） 256 279 

   土地 3,856 3,861 

   リース資産 1,177 885 

    減価償却累計額 △690 △425 

    リース資産（純額） 486 459 

  建設仮勘定 113 1,765 

  有形固定資産合計 12,907 16,192 

（ 省 略 ）   
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＜添付資料 25ページ＞ 

４．その他 

（１）受注及び販売の状況 

  ①受注実績 

 

【訂正前】 

（単位：百万円） 

セグメントの名称 
当連結会計年度（自 平成 29年４月１日 至 平成 30年３月 31日） 

受注高 前期比(％) 受注残高 前期比(％) 

空調設備工事関連事業 10,310  92.9  9,548  103.9  

情報システム関連事業 7,233  163.4  5,032  117.7  

住宅設備機器関連事業 12,244  96.5  10,482  98.4  

（注）１．受注実績の金額には、セグメント間の内部受注高および受注残高を含めて記載しております。 

   ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

【訂正後】 

（単位：百万円） 

セグメントの名称 
当連結会計年度（自 平成 29年４月１日 至 平成 30年３月 31日） 

受注高 前期比(％) 受注残高 前期比(％) 

空調設備工事関連事業 10,310  92.9  9,548  103.9  

情報システム関連事業 6,559  110.9  4,357  110.8  

住宅設備機器関連事業 12,244  96.5  10,482  98.4  

（注）１．受注実績の金額には、セグメント間の内部受注高および受注残高を含めて記載しております。 

   ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

以 上 


