
 

 
 

 

2021年 6月 17日 

各   位 
会 社 名 株 式 会 社 福 島 銀 行 

代表者名 取締役社長 加 藤 容 啓  

（コード番号 8562 東証第１部） 

問合せ先 常務取締役企画本部長 佐 藤 明 則  
 （TEL 024-525-2525） 

 
 

(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 12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、下記のとおり訂正いたします。 

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 

  連結財務諸表の「連結キャッシュ・フロー計算書」に関して、記載に一部誤りがありましたので、

訂正を行うものです。 

 

２．訂正の内容 

  サマリー情報 1ページ 

  １．2021年 3月期の連結業績（2020年 4月 1 日～2021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 

2021年 3月期 39,072 △23,135 △57 90,436 

2020年 3月期 △39,120 15,236 1,063 74,555 

 

【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 

2021年 3月期 39,072 △23,078 △113 90,436 

2020年 3月期 △39,120 15,236 1,063 74,555 

 

 

 

 

 

 



  添付資料 2ページ 

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】 

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、次のとおりとなりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により、39,072百万円となりました。

前連結会計年度比で 78,193 百万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、有価証券の取得による支出等により、△23,135百万円となりました。前連会計年度比で

38,371百万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、配当金支払等に

より、△57百万円となりました。前連結会計年度比で 1,120 百万円の減少となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、当連結会計年度中 15,880百万円

増加し、90,436 百万円 となりました。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、次のとおりとなりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により、39,072百万円となりました。

前連結会計年度比で 78,193 百万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、有価証券の取得による支出等により、△23,078百万円となりました。前連会計年度比で

38,314百万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、配当金支払等に

より、△113 百万円となりました。前連結会計年度比で 1,176 百万円の減少となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、当連結会計年度中 15,880百万円

増加し、90,436 百万円 となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  添付資料 10ページ、11ページ 

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：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   

 （中略）   

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △57,976 △70,710 

 有価証券の売却による収入 27,966 2,931 

 有価証券の償還による収入 43,565 45,000 

 金銭の信託の減少による収入 1,912 ― 

 有形固定資産の取得による支出 △339 △374 

 無形固定資産の取得による支出 △12 △9 

 有形固定資産の売却による収入 121 85 

 有形固定資産の除却による支出 ― △1 

 子会社株式の取得による支出 ― △56 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 15,236 △23,135 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 株式の発行による収入 1,110 ― 

 配当金の支払額 △45 △55 

 非支配株主への配当金の支払額 △0 △0 

 自己株式の取得による支出 △0 △0 

 自己株式の売却による収入 ― 0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,063 △57 

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,821 15,880 

現金及び現金同等物の期首残高 97,377 74,555 

現金及び現金同等物の期末残高 74,555 90,436 



 
【訂正後】 

           (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   

 （中略）   

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △57,976 △70,710 

 有価証券の売却による収入 27,966 2,931 

 有価証券の償還による収入 43,565 45,000 

 金銭の信託の減少による収入 1,912 ― 

 有形固定資産の取得による支出 △339 △374 

 無形固定資産の取得による支出 △12 △9 

 有形固定資産の売却による収入 121 85 

 有形固定資産の除却による支出 ― △1 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 15,236 △23,078 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 株式の発行による収入 1,110 ― 

 配当金の支払額 △45 △55 

 非支配株主への配当金の支払額 △0 △0 

 自己株式の取得による支出 △0 △0 

 自己株式の売却による収入 ― 0 

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 

― △56 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,063 △113 

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,821 15,880 

現金及び現金同等物の期首残高 97,377 74,555 

現金及び現金同等物の期末残高 74,555 90,436 
 


