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(((((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５５５５５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

当社は、2021年７月13日に公表いたしました「2021年５月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につきまして、一

部を訂正いたしましたので、下記のとおりお知らせします。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７月13日の公表後に、有価証券報告書の作成過程において、一部訂正すべき事項が判明いたしましたの

で、「2021年５月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を訂正いたします。

２． 訂正の内容

サマリー情報 １． 2021年５月期の連結業績（2020年６月１日～2021年５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５月期 3,985 △572 △3,174 10,756

2020年５月期 5,901 △1,536 △1,702 10,309

(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５月期 4,167 △754 △3,174 10,756

2020年５月期 5,901 △1,536 △1,702 10,309

　



添付資料 ５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４億47百万円増加し、107億56百万円

となりました。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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少等により、39億85百万円の収入（前期59億１百万円の

収入）となりました。

（投資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・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入があったものの有形固定資産の

取得による支出等により、５億72百万円の支出（前期15億36百万円の支出）となりました。

（財務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・フローは、短期借入金の純減少額等により、31億74百万円の支出（前期17億２百万

円の支出）となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年５月期 2018年５月期 2019年５月期 2020年５月期 2021年５月期

自己資本比率(％) 36.9 36.9 34.8 32.5 33.5

時価ベースの自己資本比率(％) 20.2 22.5 21.6 14.1 14.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

20.8 5.9 4.1 3.8 5.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

4.1 12.9 15.0 21.4 17.5

(注) 自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

１. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。

３. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。

　



(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、前連結会計年度末に比べ４億47百万円増加し、107億56百万円

となりました。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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少等により、41億67百万円の収入（前期59億１百万円の

収入）となりました。

（投資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・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入があったものの有形固定資産の

取得による支出等により、７億54百万円の支出（前期15億36百万円の支出）となりました。

（財務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・フローは、短期借入金の純減少額等により、31億74百万円の支出（前期17億２百万

円の支出）となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年５月期 2018年５月期 2019年５月期 2020年５月期 2021年５月期

自己資本比率(％) 36.9 36.9 34.8 32.5 33.5

時価ベースの自己資本比率(％) 20.2 22.5 21.6 14.1 14.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

20.8 5.9 4.1 3.8 4.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

4.1 12.9 15.0 21.4 18.3

(注) 自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

１. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。

３. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。

　



添付資料 13ページおよび14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６月１日
　至 2020年５月31日)

当連結会計年度
(自 2020年６月１日
　至 2021年５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 1,655 1,964

減価償却費 2,030 1,979

減損損失 7 329

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 25 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 △25

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 3

受取利息及び受取配当金 △194 △152

支払利息 274 232

持分法による投資損益（△は益） 209 202

固定資産除売却損益（△は益） 58 341

投資有価証券売却損益（△は益） △398 △1,439

投資有価証券評価損益（△は益） － 15

売上債権の増減額（△は増加） 2,551 1,700

たな卸資産の増減額（△は増加） 529 2,252

仕入債務の増減額（△は減少） △1,024 △2,602

未収消費税等の増減額（△は増加） △54 6

未払消費税等の増減額（△は減少） 93 29

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,146 △753

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27 629

その他 △132 228

小計 6,814 4,952

利息及び配当金の受取額 194 148

利息の支払額 △275 △227

法人税等の支払額 △1,005 △921

法人税等の還付額 173 34

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,901 3,985

　



(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年６月１日
　至 2020年５月31日)

当連結会計年度
(自 2020年６月１日
　至 2021年５月31日)

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 △300 △333

定期預金の払戻による収入 275 396

有価証券の取得による支出 △39 △61

有価証券の売却及び償還による収入 20 47

有形固定資産の取得による支出 △1,535 △2,060

有形固定資産の売却による収入 83 39

有形固定資産の除却による支出 － △85

資産除去債務の履行による支出 － △137

無形固定資産の取得による支出 △434 △211

投資有価証券の取得による支出 △17 △56

投資有価証券の売却及び償還による収入 379 1,667

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

32 229

貸付けによる支出 △2 △7

貸付金の回収による収入 2 3

その他 － △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,536 △572

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） 1,061 △3,019

長期借入れによる収入 2,200 5,200

長期借入金の返済による支出 △1,546 △3,659

社債の償還による支出 － △500

リース債務の返済による支出 △895 △769

自己株式の取得による支出 △1,601 △0

自己株式の売却による収入 － 18

配当金の支払額 △468 △190

非支配株主への配当金の支払額 △451 △253

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,702 △3,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 △109 208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,554 447

現金及び現金同等物の期首残高 7,754 10,309

現金及び現金同等物の期末残高 10,309 10,756

　



(訂正後)

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年６月１日
　至 2020年５月31日)

当連結会計年度
(自 2020年６月１日
　至 2021年５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 1,655 1,964

減価償却費 2,030 1,979

減損損失 7 329

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 25 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 △25

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 3

受取利息及び受取配当金 △194 △152

支払利息 274 232

持分法による投資損益（△は益） 209 202

固定資産除売却損益（△は益） 58 341

投資有価証券売却損益（△は益） △398 △1,439

投資有価証券評価損益（△は益） － 15

売上債権の増減額（△は増加） 2,551 1,700

たな卸資産の増減額（△は増加） 529 2,252

仕入債務の増減額（△は減少） △1,024 △2,602

未収消費税等の増減額（△は増加） △54 6

未払消費税等の増減額（△は減少） 93 29

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,146 △402

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27 331

その他 △132 356

小計 6,814 5,134

利息及び配当金の受取額 194 148

利息の支払額 △275 △227

法人税等の支払額 △1,005 △921

法人税等の還付額 173 34

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,901 4,167

　



(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年６月１日
　至 2020年５月31日)

当連結会計年度
(自 2020年６月１日
　至 2021年５月31日)

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 △300 △419

定期預金の払戻による収入 275 396

有価証券の取得による支出 △39 △61

有価証券の売却及び償還による収入 20 47

有形固定資産の取得による支出 △1,535 △2,060

有形固定資産の売却による収入 83 39

有形固定資産の売却に係る手付金収入 － 136

有形固定資産の除却による支出 － △319

資産除去債務の履行による支出 － △137

無形固定資産の取得による支出 △434 △211

投資有価証券の取得による支出 △17 △56

投資有価証券の売却及び償還による収入 379 1,667

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

32 229

貸付けによる支出 △2 △7

貸付金の回収による収入 2 3

その他 － △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,536 △754

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） 1,061 △3,019

長期借入れによる収入 2,200 5,200

長期借入金の返済による支出 △1,546 △3,659

社債の償還による支出 － △500

リース債務の返済による支出 △895 △769

自己株式の取得による支出 △1,601 △0

自己株式の売却による収入 － 18

配当金の支払額 △468 △190

非支配株主への配当金の支払額 △451 △253

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,702 △3,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 △109 208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,554 447

現金及び現金同等物の期首残高 7,754 10,309

現金及び現金同等物の期末残高 10,309 10,756

以 上

　


