
 
2021 年 6 月 25 日 

各 位 
上場会社名 株式会社 ヒラノテクシード 
代表者 取締役社長 岡田 薫 
（コード番号  6245） 
問合せ先責任者 取締役総務部長 原 昌史 
（TEL  0745-57-0681） 

 
 

（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）」の記載に一部

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。 

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 

 「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に誤りがあることが判明したため訂正す

るものであります。 

 

２．訂正の内容 

 添付資料２ページの「当期の経営成績の概況」、３ページの「当期のキャッシュ・フローの概況」、

11ページの「連結キャッシュ・フロー計算書」、及び13ページの「連結財務諸表に関する注記事

項」の「セグメント情報等」の記載につきまして、下記のとおり訂正いたします。 

 

（１） 添付資料２ページ 

【訂正前】 

１．経営成績等の概況 

(1）当期の経営成績の概況 

（略） 

（化工機関連機器） 

当セグメントは、成膜装置を中心に推移いたしました。 

その結果、売上高は8,938百万円(前期比37.7％減)、うち国内は4,412百万円(前期比25.0％減)、輸出は

4,526百万円(前期比46.6％減)となりました。また、セグメント利益は1,611百万円（前期比42.0％減）と

なりました。 

受注残高につきましては、15,734百万円(前期末比57.7％増)、うち国内は5,211百万円(前期末比9.2％

減)、輸出は10,522百万円(前期末比148.2％増)となりました。 

 

【訂正後】 

１．経営成績等の概況 

(1）当期の経営成績の概況 

（略） 

（化工機関連機器） 

当セグメントは、成膜装置を中心に推移いたしました。 

その結果、売上高は8,938百万円(前期比37.7％減)、うち国内は4,192百万円(前期比28.7％減)、輸出は

4,746百万円(前期比44.0％減)となりました。また、セグメント利益は1,611百万円（前期比42.0％減）と

なりました。 

受注残高につきましては、15,734百万円(前期末比57.7％増)、うち国内は5,211百万円(前期末比9.2％

減)、輸出は10,522百万円(前期末比148.2％増)となりました。 

  



（２） 添付資料３ページ 

【訂正前】 

１．経営成績等の概況 

(3）当期のキャッシュ・フローの概況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,942百万円増加し、

13,548百万円となりました。 

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) 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは1,971百万円（前連結会計年度は3,090百万円の支出）

となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が2,586百万円になったこと、減価償却費を563

百万円計上したこと、売上債権が620百万円減少したことによります。 

また、主な減少要因は前渡金272百万円増加したこと、法人税の支払額が1,593百万円あったことにより

ます。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によって得られたキャッシュ・フローは668百万円（前連結会計年度は155百万円の収入）とな

りました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入が822百万円あったこと、有価証券の売却による

収入が5,400百万円あったことによります。 

また、主な減少要因は有価証券の取得による支出が3,799百万円あったこと、有形固定資産の取得によ

る支出が529百万円あったこと、投資有価証券の取得による支出が604百万円あったことによります。 

（以下省略） 

 

 

【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 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,942百万円増加し、

13,548百万円となりました。 

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) 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは1,971百万円（前連結会計年度は3,090百万円の支出）

となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が2,586百万円になったこと、減価償却費を563

百万円計上したこと、売上債権が620百万円減少したことによります。 

また、主な減少要因は前渡金272百万円増加したこと、法人税の支払額が1,593百万円あったことにより

ます。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によって得られたキャッシュ・フローは668百万円（前連結会計年度は155百万円の収入）とな

りました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入が322百万円あったこと、有価証券の売却による

収入が5,200百万円あったことによります。 

また、主な減少要因は有価証券の取得による支出が3,599百万円あったこと、有形固定資産の取得によ

る支出が529百万円あったこと、投資有価証券の取得による支出が704百万円あったことによります。 

（以下省略） 

 

  



（３） 添付資料11ページ 

【訂正前】 

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 

 (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 3,765,173 2,586,353 
減価償却費 426,775 563,896 
長期前払費用償却額 32,180 34,802 
賞与引当金の増減額（△は減少） 12,620 8,230 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,778 8,379 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,750 10,300 
製品保証引当金の増減額（△は減少） 40,424 △12,046 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △11,424 △1,856 
受取利息及び受取配当金 △65,397 △78,540 
支払利息 8,198 6,743 
固定資産売却損益（△は益） △14,513 △44 
固定資産除却損 9,362 22,261 
投資有価証券評価損益（△は益） 8,630 45,878 
売上債権の増減額（△は増加） △1,516,454 620,413 
たな卸資産の増減額（△は増加） 359,406 △268,565 
前受金の増減額（△は減少） △3,373,904 101,676 
仕入債務の増減額（△は減少） △677,353 △112,499 
未払金の増減額（△は減少） 1,062,253 267,860 
未払費用の増減額（△は減少） △4,157 △7,573 
前渡金の増減額（△は増加） △264,995 △272,748 
未収消費税等の増減額（△は増加） △864,365 154,491 
未払消費税等の増減額（△は減少） △293,546 △26,007 
その他 92,061 △167,857 
小計 △1,266,000 3,483,546 
利息及び配当金の受取額 65,367 78,473 
利息の支払額 △8,198 △6,743 
法人税等の支払額 △1,884,802 △1,593,059 
法人税等の還付額 2,706 9,171 
営業活動によるキャッシュ・フロー △3,090,927 1,971,388 

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 △2,000 △502,000 
定期預金の払戻による収入 2,000 822,000 
有価証券の取得による支出 △3,799,959 △3,799,949 
有価証券の売却による収入 5,500,000 5,400,000 
有形固定資産の取得による支出 △2,358,685 △529,407 
有形固定資産の売却による収入 18,500 45 
無形固定資産の取得による支出 △140,382 △222,090 
投資有価証券の取得による支出 △554,721 △604,891 
投資有価証券の売却及び償還による収入 1,502,542 179,422 
その他 △11,521 △74,188 
投資活動によるキャッシュ・フロー 155,772 668,941 

（略） 

  



【訂正後】 

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 

 (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 3,765,173 2,586,353 
減価償却費 426,775 563,896 
長期前払費用償却額 32,180 34,802 
賞与引当金の増減額（△は減少） 12,620 8,230 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,778 8,379 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,750 10,300 
製品保証引当金の増減額（△は減少） 40,424 △12,046 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △11,424 △1,856 
受取利息及び受取配当金 △65,397 △78,540 
支払利息 8,198 6,743 
固定資産売却損益（△は益） △14,513 △44 
固定資産除却損 9,362 22,261 
投資有価証券評価損益（△は益） 8,630 45,878 
売上債権の増減額（△は増加） △1,516,454 620,413 
たな卸資産の増減額（△は増加） 359,406 △268,565 
前受金の増減額（△は減少） △3,373,904 101,676 
仕入債務の増減額（△は減少） △677,353 △112,499 
未払金の増減額（△は減少） 1,062,253 267,860 
未払費用の増減額（△は減少） △4,157 △7,573 
前渡金の増減額（△は増加） △264,995 △272,748 
未収消費税等の増減額（△は増加） △864,365 154,491 
未払消費税等の増減額（△は減少） △293,546 △26,007 
その他 92,061 △167,857 
小計 △1,266,000 3,483,546 
利息及び配当金の受取額 65,367 78,473 
利息の支払額 △8,198 △6,743 
法人税等の支払額 △1,884,802 △1,593,059 
法人税等の還付額 2,706 9,171 
営業活動によるキャッシュ・フロー △3,090,927 1,971,388 

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 △2,000 △2,000 
定期預金の払戻による収入 2,000 322,000 
有価証券の取得による支出 △3,799,959 △3,599,949 
有価証券の売却による収入 5,500,000 5,200,000 
有形固定資産の取得による支出 △2,358,685 △529,407 
有形固定資産の売却による収入 18,500 45 
無形固定資産の取得による支出 △140,382 △222,090 
投資有価証券の取得による支出 △554,721 △704,891 
投資有価証券の売却及び償還による収入 1,502,542 279,422 
その他 △11,521 △74,188 
投資活動によるキャッシュ・フロー 155,772 668,941 

（略） 
  



（４） 添付資料13ページ 

【訂正前】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する

情報 

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

（単位：千円）

 報告セグメント 
合計 

 塗工機関連機器 化工機関連機器 その他 

売上高     

外部顧客への売上高 15,485,160 8,938,514 1,377,194 25,800,869 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － 

計 15,485,160 8,938,514 1,377,194 25,800,869 

セグメント利益 1,503,408 1,611,582 327,669 3,442,660 

セグメント資産 14,166,914 7,748,849 749,342 22,665,106 

セグメント負債 4,785,022 3,909,668 209,180 8,903,871 

その他の項目     

減価償却費 298,064 183,446 34,443 515,954 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
357,446 219,732 31,417 608,596 

 

 

【訂正後】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する

情報 

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

（単位：千円）

 報告セグメント 
合計 

 塗工機関連機器 化工機関連機器 その他 

売上高     

外部顧客への売上高 15,485,160 8,938,514 1,377,194 25,800,869 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － 

計 15,485,160 8,938,514 1,377,194 25,800,869 

セグメント利益 1,503,408 1,611,582 327,669 3,442,660 

セグメント資産 14,186,644 7,724,227 754,234 22,665,106 

セグメント負債 4,785,022 3,909,668 209,180 8,903,871 

その他の項目     

減価償却費 298,064 183,446 34,443 515,954 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
314,574 199,772 28,826 543,174 

 

  



（５） 添付資料14ページ 

【訂正前】 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調

整に関する事項） 

（略） 

（単位：千円） 

その他の項目 
報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 

減価償却費 385,173 515,954 41,601 47,942 426,775 563,896 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

2,861,857 608,596 － － 2,861,857 608,596 

 

 

【訂正後】 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調

整に関する事項） 

（略） 

（単位：千円） 

その他の項目 
報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 

減価償却費 385,173 515,954 41,601 47,942 426,775 563,896 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

2,861,857 543,174 － － 2,861,857 543,174 

  （注）減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない減価償却費であります。 

 

 


