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2021年５月25日 

各 位 

会 社 名  株式会社セコニック 

代表者名  代表取締役社長  白土 清 

（コード番号 7758 東証第2部） 

問合せ先  経理部長  瀬戸 尚人 

（TEL  03-5433-3611） 

 

(訂正・数値データ訂正)「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」 

の一部訂正について 

 

2021年５月 14日に公表いたしました「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまし

て、下記の通り一部訂正すべき事項がありましたので、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いたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

１．訂正の理由 

「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後に一部誤りが判明したため、訂正す

るものであります。 

 

２．訂正の内容 

  訂正箇所は＿＿線で示しております。 

 

  〈サマリー情報〉 

  【訂正前】 
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日） 
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2021年３月期 5,864 △8.1 113 － 146 － 125 － 

2020年３月期 6,377 △4.7 △97 － △137 － △80 － 
 
(注) 包括利益 2021年３月期 366 百万円( － ％)  2020年３月期 △193 百万円( － ％) 

 

  【訂正後】 
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2021年３月期 5,864 △8.1 113 － 146 － 125 － 

2020年３月期 6,377 △4.7 △97 － △137 － △80 － 
 
(注) 包括利益 2021年３月期 375 百万円( － ％)  2020年３月期 △193 百万円( － ％) 

 

  【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 

2021年３月期 7,018 5,537 78.6 3,306.91 

2020年３月期 6,767 5,203 76.7 3,108.66 
 
(参考) 自己資本 2021年３月期 5,520 百万円  2020年３月期 5,189 百万円 
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【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 
2021年３月期 7,018 5,545 78.8 3,312.04 

2020年３月期 6,767 5,203 76.7 3,108.66 
 
(参考) 自己資本 2021年３月期 5,528 百万円  2020年３月期 5,189 百万円 

 

 

  【訂正前】 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 

2021年３月期 609 △297 △201 1,638 

2020年３月期 202 148 △486 1,522 

 

  【訂正後】 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 

2021年３月期 607 △297 △199 1,638 

2020年３月期 202 148 △486 1,522 

 

  〈1.経営成績等の概況〉 

【訂正前】 

（２）当期の財政状態の概況 

<省略> 

(負債) 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて 10.6％増加し、407 百万円となりました。これは主と

して繰延税金負債の増加によるものです。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて 5.3％減少し、1,481百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、6.4％増加し、5,537 百万円となりました。なお、

自己資本比率は、前連結会計年度末の 76.7％から 78.6％になりました。これは主としてその他有

価証券評価差額金の増加によるものです。 

 

【訂正後】 

（２）当期の財政状態の概況 

<省略> 

(負債) 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 8.2％増加し、398百万円となりました。これは主とし

て繰延税金負債の増加によるものです。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて 5.9％減少し、1,472百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、6.6％増加し、5,545 百万円となりました。なお、

自己資本比率は、前連結会計年度末の 76.7％から 78.8％になりました。これは主としてその他有

価証券評価差額金の増加によるものです。 
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  【訂正前】 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

<省略> 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、609百万円となりました。これは主に、棚卸資産の減少 483百

万円によるものです。 

<省略> 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、201百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済によ

る支出 114百万円によるものです。 

 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 

自己資本比率(％) 63.1 67.4 72.5 76.7 78.6 

時価ベースの自己資本比率
(％) 

24.9 28.1 24.3 19.8 25.9 

キャッシュ・フロー対有利 
子負債比率(年) 

2.2 4.3 ― 1.9 0.4 

インタレスト・カバレッ 
ジ・レシオ(倍) 

33.8 14.2 ― 11.2 69.4 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
(注３) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべて

の負債を対象としております。 
(注４) 2019年３月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバ

レッジ・レシオ」については営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載してお
りません。 

 

【訂正後】 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

<省略> 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、607百万円となりました。これは主に、棚卸資産の減少 483百

万円によるものです。 

<省略> 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、199百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済によ

る支出 114百万円によるものです。 
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(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 

自己資本比率(％) 63.1 67.4 72.5 76.7 78.8 

時価ベースの自己資本比率
(％) 

24.9 28.1 24.3 19.8 25.9 

キャッシュ・フロー対有利 
子負債比率(年) 

2.2 4.3 ― 1.9 0.4 

インタレスト・カバレッ 
ジ・レシオ(倍) 

33.8 14.2 ― 11.2 69.4 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
(注３) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべて

の負債を対象としております。 
(注４) 2019年３月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバ

レッジ・レシオ」については営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載してお
りません。 
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３．連結財務諸表及び主な注記 

【訂正前】 

（１）連結貸借対照表 

<省略> 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(2021年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 684 661 

  短期借入金 133 16 

  未払法人税等 16 34 

  未払費用 74 89 

  賞与引当金 39 45 

  1年内返済予定のリース債務 41 52 

  その他 206 174 

  流動負債合計 1,196 1,074 

 固定負債   

  長期預り敷金 108 108 

  繰延税金負債 29 104 

  退職給付に係る負債 125 97 

  長期リース債務 104 96 

  固定負債合計 368 407 

 負債合計 1,564 1,481 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,609 1,609 

  資本剰余金 1,850 1,850 

  利益剰余金 1,821 1,913 

  自己株式 △276 △277 

  株主資本合計 5,004 5,096 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 162 356 

  為替換算調整勘定 30 78 

  退職給付に係る調整累計額 △7 △11 

  その他の包括利益累計額合計 184 423 

 非支配株主持分 13 17 

 純資産合計 5,203 5,537 

負債純資産合計 6,767 7,018 
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【訂正後】 

（１）連結貸借対照表 

<省略> 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(2021年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 684 661 

  短期借入金 133 16 

  未払法人税等 16 34 

  未払費用 74 89 

  賞与引当金 39 45 

  1年内返済予定のリース債務 41 52 

  その他 206 174 

  流動負債合計 1,196 1,074 

 固定負債   

  長期預り敷金 108 108 

  繰延税金負債 29 108 

  退職給付に係る負債 125 84 

  長期リース債務 104 96 

  固定負債合計 368 398 

 負債合計 1,564 1,472 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,609 1,609 

  資本剰余金 1,850 1,850 

  利益剰余金 1,821 1,913 

  自己株式 △276 △277 

  株主資本合計 5,004 5,096 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 162 356 

  為替換算調整勘定 30 78 

  退職給付に係る調整累計額 △7 △2 

  その他の包括利益累計額合計 184 432 

 非支配株主持分 13 17 

 純資産合計 5,203 5,545 

負債純資産合計 6,767 7,018 
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  【訂正前】 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

<省略> 

連結包括利益計算書 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 
 至 2021年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△) △81 125 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △77 194 

 為替換算調整勘定 △37 49 

 退職給付に係る調整額 2 △3 

 その他の包括利益合計 △112 240 

包括利益 △193 366 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △191 364 

 非支配株主に係る包括利益 △2 2 

 

 

  【訂正後】 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

<省略> 

連結包括利益計算書 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 
 至 2021年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△) △81 125 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △77 194 

 為替換算調整勘定 △37 49 

 退職給付に係る調整額 2 4 

 その他の包括利益合計 △112 249 

包括利益 △193 375 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △191 372 

 非支配株主に係る包括利益 △2 2 
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  【訂正前】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

<省略> 

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 

 (単位：百万円) 

 

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 資本金 
資本剰余

金 

利益剰余

金 
自己株式 

株主資本

合計 

その他有

価証券 

評価差額

金 

為替換算

調整勘定 

退職給付

に係る 

調整累計

額 

その他の

包括利益 

累計額合

計 

当期首残高 1,609 1,850 1,821 △276 5,004 162 30 △7 184 13 5,203 

会計方針の変更による

累積的影響額 
  －  －      － 

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
1,609 1,850 1,821 △276 5,004 162 30 △7 184 13 5,203 

当期変動額            

剰余金の配当   △33  △33      △33 

親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社

株主に帰属する当期純

損失（△） 

  125  125      125 

自己株式の取得    △0 △0      △0 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
    － 194 48 △3 238 3 242 

当期変動額合計 － － 91 △0 91 194 48 △3 238 3 334 

当期末残高 1,609 1,850 1,913 △277 5,096 356 78 △11 423 17 5,537 

 

【訂正後】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

<省略> 

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 

 (単位：百万円) 

 

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 資本金 
資本剰余

金 

利益剰余

金 
自己株式 

株主資本

合計 

その他有

価証券 

評価差額

金 

為替換算

調整勘定 

退職給付

に係る 

調整累計

額 

その他の

包括利益 

累計額合

計 

当期首残高 1,609 1,850 1,821 △276 5,004 162 30 △7 184 13 5,203 

会計方針の変更による

累積的影響額 
  －  －      － 

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
1,609 1,850 1,821 △276 5,004 162 30 △7 184 13 5,203 

当期変動額            

剰余金の配当   △33  △33      △33 

親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社

株主に帰属する当期純

損失（△） 

  125  125      125 

自己株式の取得    △0 △0      △0 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
    － 194 48 4 247 3 251 

当期変動額合計 － － 91 △0 91 194 48 4 247 3 342 

当期末残高 1,609 1,850 1,913 △277 5,096 356 78 △2 432 17 5,545 
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  【訂正前】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 
 至 2021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又は税金等調整前当期純損
失(△) 

△17 145 

 減価償却費 149 132 

 減損損失 67 － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △2 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △19 △33 

 受取利息及び受取配当金 △16 △13 

 預り保証金の増減額（△は減少） △14 － 

 助成金収入 △7 △20 

 支払利息 18 8 

 為替差損益（△は益） 2 △0 

 投資有価証券売却損益（△は益） △188 △8 

 投資有価証券評価損益（△は益） 25 16 

 関連会社株式売却益 △3 － 

 固定資産除売却損益（△は益） 1 0 

 売上債権の増減額（△は増加） 243 4 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 10 483 

 仕入債務の増減額（△は減少） △74 △81 

 その他 42 △38 

 小計 224 592 

 利息及び配当金の受取額 16 13 

 利息の支払額 △18 △8 

 助成金の受取額 7 20 

 法人税等の支払額 △34 △11 

 法人税等の還付額 7 3 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 202 609 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 29 － 

 有形固定資産の取得による支出 △66 △325 

 有形固定資産の売却による収入 8 － 

 無形固定資産の取得による支出 △24 △37 

 投資有価証券の売却による収入 240 67 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支
出 

△37 － 

 その他 0 △1 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 148 △297 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） △335 △114 

 長期借入金の返済による支出 △26 － 

 自己株式の取得による支出 △41 △0 

 配当金の支払額 △33 △35 

 リース債務の返済による支出 △49 △51 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △486 △201 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 5 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139 116 

現金及び現金同等物の期首残高 1,662 1,522 

現金及び現金同等物の期末残高 1,522 1,638 
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【訂正後】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 
 至 2021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又は税金等調整前当期純損
失(△) 

△17 145 

 減価償却費 149 132 

 減損損失 67 － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △2 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △19 △33 

 受取利息及び受取配当金 △16 △13 

 預り保証金の増減額（△は減少） △14 － 

 助成金収入 △7 △20 

 支払利息 18 8 

 為替差損益（△は益） 2 △0 

 投資有価証券売却損益（△は益） △188 △8 

 投資有価証券評価損益（△は益） 25 16 

 関連会社株式売却益 △3 － 

 固定資産除売却損益（△は益） 1 0 

 売上債権の増減額（△は増加） 243 4 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 10 483 

 仕入債務の増減額（△は減少） △74 △81 

 その他 42 △40 

 小計 224 590 

 利息及び配当金の受取額 16 13 

 利息の支払額 △18 △8 

 助成金の受取額 7 20 

 法人税等の支払額 △34 △11 

 法人税等の還付額 7 3 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 202 607 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 29 － 

 有形固定資産の取得による支出 △66 △325 

 有形固定資産の売却による収入 8 － 

 無形固定資産の取得による支出 △24 △37 

 投資有価証券の売却による収入 240 67 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支
出 

△37 － 

 その他 0 △1 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 148 △297 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） △335 △114 

 長期借入金の返済による支出 △26 － 

 自己株式の取得による支出 △41 △0 

 配当金の支払額 △33 △33 

 リース債務の返済による支出 △49 △51 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △486 △199 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 5 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139 116 

現金及び現金同等物の期首残高 1,662 1,522 

現金及び現金同等物の期末残高 1,522 1,638 
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 【訂正前】 

(１株当たり情報) 

項目 
前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 
至 2021年３月31日) 

１株当たり純資産額 3,108円66銭 3,306円91銭 

１株当たり当期純利益金額 △47円01銭 74円95銭 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が
存在しないため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、潜在株式が
存在しないため、記載しておりません。 

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 

項目 
前連結会計年度末 
(2020年３月31日)  

当連結会計年度末 
(2021年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 5,203 5,537 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 13 17 

普通株式に係る純資産額(百万円) 5,189 5,520 

普通株式の発行済株式数(株) 1,880,000 1,880,000 

普通株式の自己株式数(株) 210,618 210,730 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 1,669,382 1,669,270 

 

 

【訂正後】 

(１株当たり情報) 

項目 
前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 
至 2021年３月31日) 

１株当たり純資産額 3,108円66銭 3,312円04銭 

１株当たり当期純利益金額 △47円01銭 74円95銭 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が
存在しないため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、潜在株式が
存在しないため、記載しておりません。 
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算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 

項目 
前連結会計年度末 
(2020年３月31日)  

当連結会計年度末 
(2021年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 5,203 5,545 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 13 17 

普通株式に係る純資産額(百万円) 5,189 5,528 

普通株式の発行済株式数(株) 1,880,000 1,880,000 

普通株式の自己株式数(株) 210,618 210,730 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 1,669,382 1,669,270 

 

 


