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（訂正・数値データ訂正） 

「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

2020年５月15日発表の「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について訂正があり

ましたので、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。 

 

１．訂正の理由  

「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」発表後に連結財務諸表の一部に誤りがある

ことが判明したため、関連する数値の訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

（サマリー情報） 

１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

 
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 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

2020年３月期 1,008 △476 △322 2,066 

2019年３月期 △322 935 △374 1,765 

 

（訂正後） 

 
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 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

2020年３月期 1,008 △381 △322 2,066 

2019年３月期 △322 935 △374 1,765 

 

 

 



（添付書類） 

１．経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

②負債 

（訂正前） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増

減額94,643千円を含めた結果、301,208千円増加し2,066,375千円（前連結会計年度1,765,167千円）と

なりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が257,453千円（前連結会計年度

2,034,422千円）と前年同期と比べ1,776,969千円の減益となりましたが、売上債権やたな卸資産の減少、

法人税等の支払い等により、1,008,441千円（前連結会計年度△322,351千円）と前年同期と比べ収入が

1,330,792千円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出、及び

有形固定資産の取得による支出等により、△476,178千円（前連結会計年度935,404千円）と前年同期と

比べ収入が1,411,583千円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、△322,683千円（前連結会計年度

△374,239千円）と前年同期と比べ支出が51,555千円の減少となりました。 

 

（訂正後） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、301,208千円増加し2,066,375千円（前連結会計年

度1,765,167千円）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が257,453千円（前連結会計年度

2,034,422千円）と前年同期と比べ1,776,969千円の減益となりましたが、売上債権やたな卸資産の減少、

法人税等の支払い等により、1,008,441千円（前連結会計年度△322,351千円）と前年同期と比べ収入が

1,330,792千円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出、及び

有形固定資産の取得による支出等により、△381,535千円（前連結会計年度935,404千円）と前年同期と

比べ収入が1,316,939千円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、△322,683千円（前連結会計年度

△374,239千円）と前年同期と比べ支出が51,555千円の減少となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

(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 2,034,422 257,453 

 減価償却費 56,871 75,356 

 のれん償却額 10,633 28,407 

 保険解約損 ― 358 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） ― △279 

 品質保証引当金の増減額（△は減少） △3,075 9,394 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 16,932 △16,943 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △40,057 11,630 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 19,689 △10,580 

 投資有価証券評価損益（△は益） ― 49,998 

 受取利息及び受取配当金 △5,876 △13,258 

 支払利息 1,366 746 

 持分法による投資損益（△は益） △48,761 ― 

 持分変動損益（△は益） △189,771 ― 

 関係会社株式売却損益（△は益） △989,987 ― 

 売上債権の増減額（△は増加） △337,969 369,302 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △572,444 574,322 

 仕入債務の増減額（△は減少） 101,935 △69,717 

 未払金の増減額（△は減少） 32,261 △38,871 

 その他の資産の増減額（△は増加） △101,414 28,559 

 その他の負債の増減額（△は減少） △9,946 263,936 

 小計 △25,192 1,519,816 

 利息及び配当金の受取額 7,886 12,388 

 利息の支払額 △1,366 △746 

 法人税等の支払額 △279,284 △523,016 

 役員退職慰労金の支払額 △24,393 ― 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △322,351 1,008,441 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 ― △2,100 

 有価証券の償還による収入 100,000 ― 

 投資有価証券の取得による支出 ― △49,998 

 関係会社株式の売却による収入 1,254,144 ― 

 有形固定資産の取得による支出 △24,225 △88,859 

 無形固定資産の取得による支出 △4,747 △2,202 

 資産除去債務の履行による支出 ― △7,000 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△324,597 △315,000 

 敷金及び保証金の差入による支出 △53,188 △13,469 

 敷金及び保証金の回収による収入 ― 9,036 

 保険積立金の積立による支出 △11,980 △12,223 

 保険積立金の解約による収入 ― 5,637 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 935,404 △476,178 



           (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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 ― △7,680 

 配当金の支払額 △374,240 △315,003 

 
新株予約権の行使による自己株式の処分による
収入 

1 ― 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △374,239 △322,683 

現金及び現金同等物に係る換算差額 257 △3,014 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 239,071 206,564 

現金及び現金同等物の期首残高 1,485,093 1,765,167 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

41,002 94,643 

現金及び現金同等物の期末残高 1,765,167 2,066,375 

 
（訂正後） 
           (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 2,034,422 257,453 

 減価償却費 56,871 75,356 

 のれん償却額 10,633 28,407 

 保険解約損 ― 358 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） ― △279 

 品質保証引当金の増減額（△は減少） △3,075 9,394 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 16,932 △16,943 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △40,057 11,630 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 19,689 △10,580 

 投資有価証券評価損益（△は益） ― 49,998 

 受取利息及び受取配当金 △5,876 △13,258 

 支払利息 1,366 746 

 持分法による投資損益（△は益） △48,761 ― 

 持分変動損益（△は益） △189,771 ― 

 関係会社株式売却損益（△は益） △989,987 ― 

 売上債権の増減額（△は増加） △337,969 369,302 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △572,444 574,322 

 仕入債務の増減額（△は減少） 101,935 △69,717 

 未払金の増減額（△は減少） 32,261 △38,871 

 その他の資産の増減額（△は増加） △101,414 28,559 

 その他の負債の増減額（△は減少） △9,946 263,936 

 小計 △25,192 1,519,816 

 利息及び配当金の受取額 7,886 12,388 

 利息の支払額 △1,366 △746 

 法人税等の支払額 △279,284 △523,016 

 役員退職慰労金の支払額 △24,393 ― 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △322,351 1,008,441 

投資活動によるキャッシュ・フロー   



           (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) 

 定期預金の預入による支出 ― △2,100 

 有価証券の償還による収入 100,000 ― 

 投資有価証券の取得による支出 ― △49,998 

 関係会社株式の売却による収入 1,254,144 ― 

 有形固定資産の取得による支出 △24,225 △88,859 

 無形固定資産の取得による支出 △4,747 △2,202 

 資産除去債務の履行による支出 ― △7,000 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△324,597 △220,356 

 敷金及び保証金の差入による支出 △53,188 △13,469 

 敷金及び保証金の回収による収入 ― 9,036 

 保険積立金の積立による支出 △11,980 △12,223 

 保険積立金の解約による収入 ― 5,637 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 935,404 △381,535 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 ― △7,680 

 配当金の支払額 △374,240 △315,003 

 
新株予約権の行使による自己株式の処分による
収入 

1 ― 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △374,239 △322,683 

現金及び現金同等物に係る換算差額 257 △3,014 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 239,071 301,208 

現金及び現金同等物の期首残高 1,485,093 1,765,167 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

41,002 ― 

現金及び現金同等物の期末残高 1,765,167 2,066,375 

 

 

以 上 

 
 


