
2020年６月25日 

各   位 

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社 

代表者名 代表取締役社長  森田 健司 

（コード番号5121 東証第1 部）

問合せ先 常務取締役管理本部長  植松 克夫 

（TEL 03－3527－8111）

（訂正・数値データ訂正）

「2020 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）について」の一部訂正について 

2020 年６月１日に公表しました「2020 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内

容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通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、訂正後の数値データも送信いたします。

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誤りがある

ことが判明しましたので、訂正を行うものであります。

２．訂正の内容

訂正箇所に下線を付して表示しております。
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(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 773,478 577,979

減価償却費 1,309,171 1,386,054

減損損失 ― 12,335

貸倒引当金の増減額（△は減少） 95,100 △14,561

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,855 10,374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21,483 △9,003

受取利息及び受取配当金 △65,753 △57,814

支払利息 18,708 17,868

為替差損益（△は益） 80,000 113,688

投資有価証券評価損益（△は益） ― 3,000

固定資産除却損 14,948 27,926

売上債権の増減額（△は増加） △307,492 833,365

たな卸資産の増減額（△は増加） △221,459 113,980

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47,826 70,706

仕入債務の増減額（△は減少） △1,718 △393,103

その他の流動負債の増減額（△は減少） 77,142 78,857

その他 △154,286 64,647

小計 1,586,641 2,836,299

利息及び配当金の受取額 65,685 57,858

利息の支払額 △18,753 △17,782

法人税等の支払額 △420,451 △157,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,213,121 2,719,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,142,559 △1,888,271

無形固定資産の取得による支出 △58,819 △25,646

投資有価証券の取得による支出 △185 △140,202

その他の投資による支出 △321,341 18,903

その他の投資の回収による収入 15,428 ―

貸付けによる支出 △128,350 △150,000

貸付金の回収による収入 5,435 15,364

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,630,393 △2,169,853

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） △1,011,110 1,205,210

長期借入れによる収入 2,300,000 ―

長期借入金の返済による支出 △765,000 △945,000

自己株式の取得による支出 △2 △39

配当金の支払額 △327,435 △327,950

リース債務の返済による支出 △28,126 △28,625

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,325 △96,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164,137 △112,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △413,083 340,323

現金及び現金同等物の期首残高 5,601,571 5,188,487

現金及び現金同等物の期末残高 5,188,487 5,528,810

決算短信（宝印刷） 2020年05月29日 09時03分 13ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）

【訂正前】

2

①11ページの「（４）連結キャッシュ・フロー計算書」の一部 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(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 773,478 577,979

減価償却費 1,309,171 1,373,719

減損損失 ― 12,335

貸倒引当金の増減額（△は減少） 95,100 △14,561

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,855 10,374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21,483 △9,003

受取利息及び受取配当金 △65,753 △57,814

支払利息 18,708 17,868

為替差損益（△は益） 80,000 113,688

投資有価証券評価損益（△は益） ― 3,000

固定資産除却損 14,948 27,926

売上債権の増減額（△は増加） △307,492 833,365

たな卸資産の増減額（△は増加） △221,459 113,980

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47,826 70,706

仕入債務の増減額（△は減少） △1,718 △393,103

その他の流動負債の増減額（△は減少） 77,142 78,857

その他 △154,286 76,982

小計 1,586,641 2,836,299

利息及び配当金の受取額 65,685 57,858

利息の支払額 △18,753 △17,782

法人税等の支払額 △420,451 △157,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,213,121 2,719,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,142,559 △1,888,271

無形固定資産の取得による支出 △58,819 △25,646

投資有価証券の取得による支出 △185 △140,202

その他の投資による支出 △321,341

その他の投資の回収による収入 15,428 36,488

貸付けによる支出 △128,350 △150,000

貸付金の回収による収入 5,435 15,364

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,630,393 △2,169,853

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） △1,011,110 1,205,210

長期借入れによる収入 2,300,000 ―

長期借入金の返済による支出 △765,000 △945,000

自己株式の取得による支出 △2 △39

配当金の支払額 △327,435 △327,950

リース債務の返済による支出 △28,126 △28,625

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,325 △96,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164,137 △112,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △413,083 340,323

現金及び現金同等物の期首残高 5,601,571 5,188,487

現金及び現金同等物の期末残高 5,188,487 5,528,810
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△17,585

【訂正後】
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②13 ページの「４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）」の一部

【訂正前】 

(単位：千円) 

その他の項目 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

減価償却費(注１) 1,252,274 1,361,956 56,896 11,762,793 1,309,171 1,373,719 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額(注２) 

1,352,819 2,443,744 127,821 53,576 1,480,640 2,497,320 

(注) １ 減価償却費の調整額は、主に当社の建物及び機械装置の減価償却費であります。 

２ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に当社の建物及び機械装置の設備投資額であります。 

【訂正後】 

(単位：千円) 

その他の項目 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

減価償却費(注１) 1,252,274 1,361,956 56,896 11,762 1,309,171 1,373,719 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額(注２) 

1,352,819 2,443,744 127,821 53,576 1,480,640 2,497,320 

(注) １ 減価償却費の調整額は、主に当社の建物及び機械装置の減価償却費であります。 

２ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に当社の建物及び機械装置の設備投資額であります。 

以 上
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