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2021 年６月 29 日 

各  位 

 

上場会社名  帝国通信工業株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 羽生 満寿夫 

（コード番号  6763 東証第一部） 

問 合 せ 先  取締役上席執行役員 丸山 睦雄 

（TEL 044-422-3831） 

 

 

（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11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

部誤り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。  

 

記 

 

１．訂正の理由 

記載内容の一部に誤りがあったことが判明しましたので、提出済みの「2021 年３月期 決算短信〔日

本基準〕（連結）」を訂正させていただくものであります。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

サマリー情報１ページ 

（百万円未満切捨て） 

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 513 △1,077 △467 6,842 

2020年３月期 1,199 △684 △593 7,888 

 

 

【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 409 △973 △467 6,842 

2020年３月期 1,199 △684 △593 7,888 
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添付資料３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】 

(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、５億13百万円（前年同期は11億99百万

円）となりました。これは、税金等調整前当期純利益８億83百万円（前年同期は２億84百万

円）、減価償却費６億97百万円（前年同期は６億76百万円）、売上債権が９億70百万円増加（前

年同期は４億30百万円の減少）したことなどによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は10億77百万円（前年同期は６億84百万円の使用）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得に10億48百万円(前年同期は７億85百万円)支出したことなど

によります。 

<後略> 

 

【訂正後】 

(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、４億９百万円（前年同期は11億99百万

円）となりました。これは、税金等調整前当期純利益８億83百万円（前年同期は２億84百万

円）、減価償却費６億97百万円（前年同期は６億76百万円）、売上債権が９億70百万円増加（前

年同期は４億30百万円の減少）したことなどによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は９億73百万円（前年同期は６億84百万円の使用）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得に10億48百万円(前年同期は７億85百万円)支出したことなど

によります。 

<後略> 
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添付資料 12 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：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 284,819 883,375 

 減価償却費 676,883 697,281 

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △220,398 △83,716 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16,331 608 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △4,098 4,992 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 3,000 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,894 903 

 固定資産除却損 22,029 5,837 

 固定資産売却損益（△は益） △161,606 △439 

 関係会社清算損益（△は益） 463,783 ― 

 投資有価証券売却損益（△は益） △10,588 ― 

 投資有価証券評価損益（△は益） 160,607 ― 

 受取利息及び受取配当金 △141,328 △92,512 

 支払利息 4,245 2,677 

 売上債権の増減額（△は増加） 430,537 △970,726 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △55,163 △76,064 

 仕入債務の増減額（△は減少） △122,652 227,228 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,535 △68,467 

 その他 △134,917 △45,948 

 小計 1,165,125 488,028 

 利息及び配当金の受取額 143,625 91,062 

 利息の支払額 △4,245 △2,677 

 法人税等の還付額 13,437 26,540 

 法人税等の支払額 △118,600 △89,201 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,199,341 513,753 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） △181,657 △48,199 

 有形固定資産の取得による支出 △785,695 △1,048,341 

 有形固定資産の売却による収入 197,821 826 

 無形固定資産の取得による支出 △19,118 △17,681 

 投資有価証券の取得による支出 △1,484 △1,370 

 投資有価証券の売却による収入 23,609 ― 

 貸付けによる支出 △18,000 ― 

 貸付金の回収による収入 53,792 1,250 

 保険積立金の解約による収入 46,287 43,801 

 その他 △24 △8,098 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △684,469 △1,077,813 
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           (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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 1,044 ― 

 短期借入金の返済による支出 ― △2,624 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △42,790 △28,031 

 自己株式の売却による収入 9 22 

 自己株式の取得による支出 △1,178 △970 

 配当金の支払額 △490,487 △395,263 

 非支配株主への配当金の支払額 △60,480 △40,881 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △593,882 △467,749 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,030 △13,721 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,040 △1,045,530 

現金及び現金同等物の期首残高 7,957,424 7,888,063 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 32,679 ― 

現金及び現金同等物の期末残高 7,888,063 6,842,532 
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【訂正後】 

           (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 284,819 883,375 

 減価償却費 676,883 697,281 

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △220,398 △83,716 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16,331 608 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △4,098 4,992 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,000 3,000 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,894 903 

 固定資産除却損 22,029 5,837 

 固定資産売却損益（△は益） △161,606 △439 

 関係会社清算損益（△は益） 463,783 ― 

 投資有価証券売却損益（△は益） △10,588 ― 

 投資有価証券評価損益（△は益） 160,607 ― 

 受取利息及び受取配当金 △141,328 △92,512 

 支払利息 4,245 2,677 

 売上債権の増減額（△は増加） 430,537 △970,726 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △55,163 △76,064 

 仕入債務の増減額（△は減少） △122,652 227,228 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 2,535 △68,467 

 その他 △134,917 △150,488 

 小計 1,165,125 383,488 

 利息及び配当金の受取額 143,625 91,062 

 利息の支払額 △4,245 △2,677 

 法人税等の還付額 13,437 26,540 

 法人税等の支払額 △118,600 △89,201 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,199,341 409,213 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） △181,657 56,340 

 有形固定資産の取得による支出 △785,695 △1,048,341 

 有形固定資産の売却による収入 197,821 826 

 無形固定資産の取得による支出 △19,118 △17,681 

 投資有価証券の取得による支出 △1,484 △1,370 

 投資有価証券の売却による収入 23,609 ― 

 貸付けによる支出 △18,000 ― 

 貸付金の回収による収入 53,792 1,250 

 保険積立金の解約による収入 46,287 43,801 

 その他 △24 △8,098 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △684,469 △973,273 
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           (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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 1,044 ― 

 短期借入金の返済による支出 ― △2,624 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △42,790 △28,031 

 自己株式の売却による収入 9 22 

 自己株式の取得による支出 △1,178 △970 

 配当金の支払額 △490,487 △395,263 

 非支配株主への配当金の支払額 △60,480 △40,881 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △593,882 △467,749 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,030 △13,721 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,040 △1,045,530 

現金及び現金同等物の期首残高 7,957,424 7,888,063 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 32,679 ― 

現金及び現金同等物の期末残高 7,888,063 6,842,532 

 

 

以上 


