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2022年５月 20日 

各 位                          

会 社 名 株 式 会 社 オ ー ケ ー エ ム 

代 表 者       代表取締役社長  奥村 晋一 

 （コード番号：6229 東証スタンダード） 

問合せ先     取締役上席執行役員 

      管理統括本部長  木田 清 

        （TEL. 077-518-1260） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 

当社は、2022 年５月 13日に公表いたしました「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の

記載内容について、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も送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

  「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、連結貸借対照表及び連結損益計算

書及び連結キャッシュ・フロー計算書の一部に訂正すべき事項があることが判明しましたので、訂

正するものであります。 
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２．決算短信訂正箇所（訂正箇所は下線を付しております。） 

 

〇添付資料５ページ 

  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 

(2021年３月 31日) 

当連結会計年度 

(2022年３月 31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,071,347 3,480,763 

    受取手形及び売掛金 1,462,691 - 

    受取手形 - 256,357 

    売掛金 - 1,251,342 

    契約資産 - 6,306 

    電子記録債権 287,287 431,347 

    商品及び製品 541,321 494,871 

    仕掛品 425,326 595,642 

    原材料及び貯蔵品 1,308,647 1,308,381 

    未収消費税等 118,519 54,432 

    その他 38,505 47,539 

    貸倒引当金 △1,318 △1,477 

    流動資産合計 7,252,329 7,925,506 

 

【訂正後】 

                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 

(2021年３月 31日) 

当連結会計年度 

(2022年３月 31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,071,347 3,480,763 

    受取手形及び売掛金 1,462,691 - 

    受取手形 - 256,357 

    売掛金 - 1,251,342 

    契約資産 - 265 

    電子記録債権 287,287 431,347 

    商品及び製品 541,321 494,871 

    仕掛品 425,326 595,642 

    原材料及び貯蔵品 1,308,647 1,308,381 

    未収消費税等 118,519 54,432 

    その他 38,505 53,580 

    貸倒引当金 △1,318 △1,477 

    流動資産合計 7,252,329 7,925,506 
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〇添付資料７ページ 

  ３．連結財務諸表及び主な注記 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結損益計算書 

 

【訂正前】 

 

                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 

(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 2021年４月１日 

 至 2022年３月 31日) 

売上高 8,759,358 8,456,374 

売上原価 5,277,692 5,380,660 

売上総利益 3,481,665 3,075,713 

販売費及び一般管理費 2,472,362 2,413,180 

営業利益 1,009,302 662,532 

営業外収益     

  受取利息 8,335 13,739 

  受取配当金 1,147 1,136 

  為替差益 50,344 66,878 

  利子補給金 9,116 4,749 

  補助金収入 - 51,532 

  保険解約返戻金 - 30,209 

  その他 33,748 9,195 

  営業外収益合計 102,693 177,440 

 

【訂正後】 

 

                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 

(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 2021年４月１日 

 至 2022年３月 31日) 

売上高 8,759,358 8,456,374 

売上原価 5,277,692 5,380,660 

売上総利益 3,481,665 3,075,713 

販売費及び一般管理費 2,472,362 2,413,180 

営業利益 1,009,302 662,532 

営業外収益     

  受取利息 8,335 13,739 

  受取配当金 1,147 1,136 

  為替差益 50,344 66,878 

  利子補給金 9,116 4,749 

  補助金収入 9,029 51,532 

  保険解約返戻金 - 30,209 

  その他 24,719 9,195 

  営業外収益合計 102,693 177,440 
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〇添付資料 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：千円) 

                    前連結会計年度 

(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 2021年４月１日 

 至 2022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 1,026,196 1,214,301 

  減価償却費 339,264 378,787 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 △256 

  製品保証引当金の増減額（△は減少） △30,381 6,403 

  賞与引当金の増減額（△は減少） △19,241 △17,186 

  退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △37,191 4,052 

  有形固定資産処分損益（△は益） 1,063 104,530 

  受取利息及び受取配当金 △9,483 △14,875 

  支払利息 22,446 17,238 

  売上債権の増減額（△は増加） 310,164 △177,018 

  契約資産の増減額（△は増加） - △6,056 

  仕入債務の増減額（△は減少） △1,541 133,227 

  契約負債の増減額（△は減少） - 6,592 

  棚卸資産の増減額（△は増加） 125,530 △67,975 

  未払金の増減額（△は減少） △13,219 △101,317 

  未払費用の増減額（△は減少） △59,138 △28,950 

  補助金収入 - △649,834 

  未払又は未収消費税等の増減額 △303,500 118,486 

  減損損失 - 4,382 

  保険解約返戻金 - △30,209 

  その他 △11,217 △218,316 

  小計 1,339,765 676,003 

  利息及び配当金の受取額 6,590 17,533 

  利息の支払額 △22,226 △18,500 

  法人税等の支払額 △231,504 △193,812 

  法人税等の還付額 791 1,007 

  補助金の受取額 - 511,011 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,093,416 993,243 
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【訂正後】 

                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 

(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月 31日) 

当連結会計年度 

(自 2021年４月１日 

 至 2022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 1,026,196 1,214,301 

  減価償却費 339,264 378,787 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 △256 

  製品保証引当金の増減額（△は減少） △30,381 6,403 

  賞与引当金の増減額（△は減少） △19,241 △17,186 

  退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △37,191 4,052 

  有形固定資産処分損益（△は益） 1,063 104,530 

  受取利息及び受取配当金 △9,483 △14,875 

  支払利息 22,446 17,238 

  売上債権の増減額（△は増加） 310,164 △177,018 

  契約資産の増減額（△は増加） - △249 

  仕入債務の増減額（△は減少） △1,541 133,227 

  契約負債の増減額（△は減少） - 6,592 

  棚卸資産の増減額（△は増加） 125,530 △67,975 

  未払金の増減額（△は減少） △13,219 △101,317 

  未払費用の増減額（△は減少） △59,138 △28,950 

  補助金収入 △9,029 △649,834 

  未払又は未収消費税等の増減額 △303,500 118,486 

  減損損失 - 4,382 

  保険解約返戻金 - △30,209 

  その他 △11,217 △224,122 

  小計 1,330,736 676,003 

  利息及び配当金の受取額 6,590 17,533 

  利息の支払額 △22,226 △18,500 

  法人税等の支払額 △231,504 △193,812 

  法人税等の還付額 791 1,007 

  補助金の受取額 9,029 511,011 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,093,416 993,243 
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〇添付資料 13ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

 

 【訂正前】 

 

(記載なし) 

 

【訂正後】 

 

(表示方法の変更) 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、金額的

重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更

を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示して

いた 33,748千円は、「補助金収入」9,029千円、「その他」24,719千円として組替えております。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた

「補助金収入」及び「補助金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立

掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャ

ッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「補助金収入」△9,029

千円、「補助金の受取額」9,029千円として組替えております。 

 

以  上 


