
 

2021年 6月 10日 

 

各 位 

会 社 名株 式 会 社 あ さ く ま 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  横 田  優 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 7678） 

問 合 せ 先 取締役管理部長  西尾  すみ子  

電 話 番 号 052‐800‐7781（代表） 

 

 

(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)」の一部に誤りが

ありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正

後の数値データを送信いたします。なお、訂正箇所には、下線を付して表示してあります。 

 

記 

１． 訂正の理由 

2021年 5月 14日の発表後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正

します。当該訂正が損益に与える影響はありません。 

 

２． 訂正箇所 

サマリー情報 

 （３） 連結キャッシュ・フローの状況 

 

○添付資料 

 １．経営成績等の概況 

 ＜決算短信 ３頁＞ 

 （３） 当期のキャッシュ・フローの概況 

 

３．連結財務諸表及び主な注記 

＜決算短信 4頁＞ 

（１） 連結貸借対照表 

 

＜決算短信 9頁＞ 

（４） 連結キャッシュ・フロー計算書 

 



３． 訂正内容 

 

サマリー情報 

 （３） 連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 

 

【訂正後】 

 

 

１．経営成績等の概況 

 （３） 当期のキャッシュ・フローの概況 

【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、前連結会計年度末と比較し 90,099千円減

少し、1,825,347千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度 53,896 千円の

収入に対し、628,418 千円の支出となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失 1,551,829

千円、減損損失 995,882千円を計上したこと等によるものであります。  

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度 1,276,565 千円

の支出に対し、6,799 千円の収入となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入 56,515 千

円を計上したこと等によるものであります。  

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度 629,662 千円の

収入に対し、711,718 千円の収入となりました。これは主に、短期借入金の純増額 400,000 千円、

長期借入金の借入による収入 460,000 千円、自己株式の取得による支出 75,706 千円を計上した

こと等によるものであります。 

 

  

  
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 △628 6 711 1,825 

2020 年 3月期 53 △1,276 629 1,735 

  
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 △657 35 711 1,825 

2020 年 3月期 53 △1,276 629 1,735 



【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、前連結会計年度末と比較し 89,830千円減

少し、1,825,078千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度 53,896 千円の

収入に対し、657,637 千円の支出となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失 1,551,829

千円、減損損失 995,882千円を計上したこと等によるものであります。  

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度 1,276,565 千円

の支出に対し、35,749千円の収入となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入 56,515千

円を計上したこと等によるものであります。  

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度 629,662 千円の

収入に対し、711,718 千円の収入となりました。これは主に、短期借入金の純増額 400,000 千円、

長期借入金の借入による収入 460,000 千円、自己株式の取得による支出 75,706 千円を計上した

こと等によるものであります。 

  



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：千円) 

                    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) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 1,790,548 1,825,347 

    売掛金 232,806 252,669 

    原材料及び貯蔵品 61,586 29,044 

    未収入金 39,589 363,593 

    その他 57,424 45,194 

    貸倒引当金 △1,345 △640 

    流動資産合計 2,180,610 2,515,209 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 1,078,019 624,475 

      機械装置及び運搬具 113,857 75,015 

      土地 87,906 87,906 

      リース資産 73,827 － 

      その他 146,559 92,117 

      有形固定資産合計 1,500,170 879,514 

    無形固定資産     

      のれん 522,237 － 

      その他 10,048 35,181 

      無形固定資産合計 532,285 35,181 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 16,601 － 

      繰延税金資産 37,431 － 

      差入保証金 726,014 515,047 

      その他 72,665 59,851 

      貸倒引当金 △2,335 △5,000 

      投資その他の資産合計 850,376 569,898 

    固定資産合計 2,882,832 1,484,595 

  資産合計 5,063,443 3,999,804 



【訂正後】 

 

  

                      (単位：千円) 

                    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) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 1,790,548 1,825,078 

    売掛金 232,806 252,669 

    原材料及び貯蔵品 61,586 29,044 

    未収入金 39,589 363,593 

    その他 57,424 45,463 

    貸倒引当金 △1,345 △640 

    流動資産合計 2,180,610 2,515,209 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 1,078,019 624,475 

      機械装置及び運搬具 113,857 75,015 

      土地 87,906 87,906 

      リース資産 73,827 － 

      その他 146,559 92,117 

      有形固定資産合計 1,500,170 879,514 

    無形固定資産     

      のれん 522,237 － 

      その他 10,048 35,181 

      無形固定資産合計 532,285 35,181 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 16,601 － 

      繰延税金資産 37,431 － 

      差入保証金 726,014 515,047 

      その他 72,665 59,851 

      貸倒引当金 △2,335 △5,000 

      投資その他の資産合計 850,376 569,898 

    固定資産合計 2,882,832 1,484,595 

  資産合計 5,063,443 3,999,804 



（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 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（△） 169,279 △1,551,829 

  減価償却費 173,030 202,895 

  のれん償却額 17,339 41,019 

  減損損失 73,256 995,882 

  店舗閉鎖損失 4,216 109,667 

  店舗休止損失 － 40,410 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △260 1,959 

  賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000 △8,000 

  株主優待引当金の増減額（△は減少） 10,953 5,177 

  受取利息及び受取配当金 △183 △764 

  支払利息 － 4,447 

  売上債権の増減額（△は増加） 111,592 △19,862 

  たな卸資産の増減額（△は増加） 10,920 32,541 

  仕入債務の増減額（△は減少） △236,592 △38,450 

  助成金収入 － △257,316 

  未払消費税等の増減額（△は減少） 208 △52,940 

  その他 △68,366 △179,519 

  小計 262,394 △674,682 

  利息及び配当金の受取額 183 764 

  利息の支払額 － △4,447 

  法人税等の支払額 △208,681 49,947 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 53,896 △628,418 

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 － 56,515 

  有形固定資産の取得による支出 △345,293 △27,473 

  無形固定資産の取得による支出 △2,177 △28,050 

  投資有価証券の売却による収入 6,000 16,487 

  短期貸付けによる支出 △26,500 － 

  長期貸付けによる支出 △693,500 － 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △117,505 － 

  差入保証金の差入による支出 △49,073 △2,473 

  差入保証金の回収による収入 14,988 44,991 

  その他 △63,505 △53,199 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,276,565 6,799 

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） － 400,000 

  長期借入れによる収入 － 460,000 

  長期借入金の返済による支出 － △30,600 

  株式の発行による収入 685,100 8,067 

  自己株式の取得による支出 － △75,706 

  配当金の支払額 △52,764 △26,656 

  リース債務の返済による支出 △2,672 △23,385 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 629,662 711,718 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △593,006 90,099 

現金及び現金同等物の期首残高 2,328,255 1,735,248 

現金及び現金同等物の期末残高 1,735,248 1,825,347 



【訂正後】 

 

以 上 

                      (単位：千円) 

                    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（△） 169,279 △1,551,829 

  減価償却費 173,030 206,019 

  のれん償却額 17,339 41,019 

  減損損失 73,256 995,882 

  店舗閉鎖損失 4,216 54,187 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △260 1,959 

  賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000 △8,000 

  株主優待引当金の増減額（△は減少） 10,953 5,177 

  受取利息及び受取配当金 △183 △764 

  支払利息 － 4,447 

  売上債権の増減額（△は増加） 111,592 △19,862 

  たな卸資産の増減額（△は増加） 10,920 32,541 

  仕入債務の増減額（△は減少） △236,592 △38,450 

  未払消費税等の増減額（△は減少） 208 △68,496 

  その他 △68,366 △357,732 

  小計 262,394 △703,901 

  利息及び配当金の受取額 183 764 

  利息の支払額 － △4,447 

  法人税等の支払額 △208,681 49,947 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 53,896 △657,637 

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 － 56,515 

  有形固定資産の取得による支出 △345,293 △52,392 

  無形固定資産の取得による支出 △2,177 △28,050 

  投資有価証券の売却による収入 6,000 16,487 

  短期貸付けによる支出 △26,500 － 

  長期貸付けによる支出 △693,500 － 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △117,505 － 

  差入保証金の差入による支出 △49,073 △2,473 

  差入保証金の回収による収入 14,988 44,991 

  その他 △63,505 669 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,276,565 35,749 

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） － 400,000 

  長期借入れによる収入 － 460,000 

  長期借入金の返済による支出 － △30,600 

  株式の発行による収入 685,100 8,067 

  自己株式の取得による支出 － △75,706 

  配当金の支払額 △52,764 △26,656 

  リース債務の返済による支出 △2,672 △23,385 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 629,662 711,718 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △593,006 89,830 

現金及び現金同等物の期首残高 2,328,255 1,735,248 

現金及び現金同等物の期末残高 1,735,248 1,825,078 


