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2021年５月27日

各 位

会 社 名 古野電気株式会社

代表者名 代表取締役社長執行役員兼CEO 古野幸男

コード番号 6814 （東証第一部)

問合せ先 取締役常務執行役員兼CFO 山宮英紀

(TEL：0798-63-1017)

(((((訂正訂正訂正訂正訂正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))

「「「「「22222000002222211111年年年年年２２２２２月月月月月期期期期期 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕(((((連結連結連結連結連結)))))」」」」」の一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正について

2021年４月14日に発表いたしました表記開示資料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．訂正の理由

連結キャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額又は還付額（△は支払）」について計算の誤りがありまし

たので、記載内容の一部を訂正いたしました。

なお、今回の訂正による損益及び純資産への影響はございません。
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２．訂正の内容

◆添付資料 14ページ

（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３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28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 2,699 4,742

減価償却費 3,246 3,160

減損損失 65 49

貸倒引当金の増減額（△は減少） △95 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △95 388

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10 △73

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △62 △45

製品保証引当金の増減額（△は減少） 111 △2

受取利息及び受取配当金 △194 △168

支払利息 100 91

投資有価証券売却損益（△は益） △6 △0

売上債権の増減額（△は増加） 180 △2,145

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,841 953

仕入債務の増減額（△は減少） △2,398 1,982

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,115 82

その他 912 △195

小計 8,430 8,818

利息及び配当金の受取額 257 220

利息の支払額 △94 △98

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △552 △428

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,041 8,512

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 △334 △82

定期預金の払戻による収入 414 261

有形固定資産の取得による支出 △1,887 △2,542

有形固定資産の売却による収入 115 36

無形固定資産の取得による支出 △1,396 △1,653

事業譲受による支出 － △496

関係会社株式の取得による支出 △78 －

その他 △8 △76

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,175 △4,553

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） △1,795 △204

長期借入れによる収入 3,200 3,244

長期借入金の返済による支出 △4,480 △3,000

配当金の支払額 △787 △630

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △299 △243

その他 △32 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,194 △850

現金及び現金同等物に係る換算差額 △226 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 443 3,128

現金及び現金同等物の期首残高 11,232 11,675

現金及び現金同等物の期末残高 11,675 14,804
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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３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28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 2,699 4,742

減価償却費 3,246 3,160

減損損失 65 49

貸倒引当金の増減額（△は減少） △95 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △95 388

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10 △73

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △62 △45

製品保証引当金の増減額（△は減少） 111 △2

受取利息及び受取配当金 △194 △168

支払利息 100 91

投資有価証券売却損益（△は益） △6 △0

売上債権の増減額（△は増加） 180 △2,145

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,841 953

仕入債務の増減額（△は減少） △2,398 1,982

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,115 82

その他 912 61

小計 8,430 9,074

利息及び配当金の受取額 257 220

利息の支払額 △94 △98

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △552 △684

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,041 8,512

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 △334 △82

定期預金の払戻による収入 414 261

有形固定資産の取得による支出 △1,887 △2,542

有形固定資産の売却による収入 115 36

無形固定資産の取得による支出 △1,396 △1,653

事業譲受による支出 － △496

関係会社株式の取得による支出 △78 －

その他 △8 △76

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,175 △4,553

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） △1,795 △204

長期借入れによる収入 3,200 3,244

長期借入金の返済による支出 △4,480 △3,000

配当金の支払額 △787 △630

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △299 △243

その他 △32 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,194 △850

現金及び現金同等物に係る換算差額 △226 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 443 3,128

現金及び現金同等物の期首残高 11,232 11,675

現金及び現金同等物の期末残高 11,675 14,804

以上

　


