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１．訂正の理由

決算短信の記載内容に誤りがあったことが判明したため、訂正を行うものであります。

２．訂正箇所

サマリー情報（２ページ）
３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（参考）個別業績の概要
2022年３月期の個別業績（2021年４月１日～2022年３月31日）

（１）個別経営成績

（２）個別財政状態

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
（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）

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

添付資料（16、17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
（セグメント情報等）

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

2022年５月26日

「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

1

　2022年５月12日に発表しました当社｢2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部訂正があ
りましたのでお知らせいたします。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おります。

（訂正・数値データ訂正）

記

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）



サマリー情報（２ページ）
３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（訂正前） （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）
１株当たり

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

46,000 18.3 400 △54.4 400 △65.0 300 △47.3 13.52

100,000 20.9 2,500 26.9 2,500 2.9 1,900 79.0 85.64

（訂正後） （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）
１株当たり

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

46,000 18.3 400 △54.4 400 △65.0 300 △47.3 13.52

100,000 20.9 2,500 26.9 2,500 2.9 1,900 79.5 85.64

サマリー情報（２ページ）
（参考）個別業績の概要
2022年３月期の個別業績（2021年４月１日～2022年３月31日）

（１）個別経営成績
（訂正前） （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20,561 △10.0 △578 ― 964 △51.7 459 △74.0

22,852 0.6 519 ― 1,996 209.1 1,766 569.5

円 銭 円 銭

20.21
74.66

（訂正後） （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20,561 △10.0 △578 ― 964 △51.7 456 △74.2

22,852 0.6 519 ― 1,996 209.1 1,766 569.5

円 銭 円 銭

20.08
74.66

（２）個別財政状態
（訂正前）

百万円 百万円 ％ 円 銭

54,268 50,053 92.2

58,581 53,894 92.0

（参考）自己資本 2022年３月期　50,053百万円　　　　2021年３月期　53,894百万円

（訂正後）

百万円 百万円 ％ 円 銭

54,265 50,050 92.2

58,581 53,894 92.0

（参考）自己資本 2022年３月期　50,050百万円　　　　2021年３月期　53,894百万円

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

第２四半期（累計）

通期

第２四半期（累計）

通期

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

2022年３月期

2021年３月期

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

―
―

2022年３月期
2021年３月期

１株当たり当期純利益

当期純利益

2022年３月期

１株当たり純資産自己資本比率

2022年３月期 ―

売上高 営業利益 経常利益

2021年３月期

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

2021年３月期 ―

総資産 純資産 自己資本比率

2022年３月期

2021年３月期

総資産 純資産

2

2,255.98

2,331.42

2,255.84

2,331.42

１株当たり純資産

2022年３月期

2021年３月期



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）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（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）

3

　棚卸資産の増加2,237百万円、法人税等の支払759百万円等がありましたが、減価償却費4,096百万円、税金等調整前
当期純利益2,303百万円等があり、2,995百万円の増加（前期比は2,805百万円の減少）となりました。

　定期預金の払戻31,330百万円等がありましたが、定期預金の預入28,605百万円、有形固定資産の取得2,948百万円等
があり、229百万円の減少（前期比は2,549百万円の減少）となりました。

　棚卸資産の増加2,237百万円、法人税等の支払759百万円等がありましたが、減価償却費4,096百万円、税金等調整前
当期純利益2,303百万円等があり、3,054百万円の増加（前期比は2,746百万円の減少）となりました。

　定期預金の払戻31,330百万円等がありましたが、定期預金の預入28,605百万円、有形固定資産の取得2,948百万円等
があり、288百万円の減少（前期比は2,608百万円の減少）となりました。



4 

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 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 3,584,456 2,303,132 

 減価償却費 3,913,073 4,096,205 

 減損損失 141,550 － 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △75,629 △42,657 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △75 113 

 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） △58,678 21,472 

 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） △8,297 △17,922 

 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 68,374 △3,119 

 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 35,358 △28,514 

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △85,894 △212,466 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21,182 △30,517 

 受取利息及び受取配当金 △264,366 △258,871 

 支払利息 100,320 115,658 

 収用補償金 △216,131 － 

 為替差損益（△は益） 19,208 △210,680 

 固定資産除却損 28,643 26,141 

 固定資産売却損益（△は益） △836,507 △28,055 

 投資有価証券売却損益（△は益） － 37,566 

 売上債権の増減額（△は増加） 316,759 △225,321 

 棚卸資産の増減額（△は増加） 428,538 △2,237,328 

 仕入債務の増減額（△は減少） △47,690 △47,649 

 持分法による投資損益（△は益） 3,808 △31,168 

 その他 △864,446 302,390 

 小計 6,203,554 3,528,410 

 利息及び配当金の受取額 292,568 225,136 

 法人税等の支払額 △696,902 △758,903 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,799,220 2,994,643 

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 △43,249,276 △28,605,038 

 定期預金の払戻による収入 47,165,068 31,329,961 

 有形固定資産の取得による支出 △3,309,085 △2,948,125 

 有形固定資産の売却による収入 1,329,759 45,210 

 有形固定資産の除却による支出 △49,068 3,139 

 無形固定資産の取得による支出 △48,371 △53,293 

 無形固定資産の売却による収入 268,031 － 

 投資有価証券の取得による支出 △2,176 △1,794 

 貸付金の回収による収入 1,286 1,295 

 貸付けによる支出 △2,112 △116 

 収用補償金による収入 216,131 － 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 2,320,187 △228,761 

（省略） 
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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 3,584,456 2,303,132 

 減価償却費 3,913,073 4,096,205 

 減損損失 141,550 － 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △75,629 △42,657 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △75 113 

 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） △58,678 21,472 

 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） △8,297 △17,922 

 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 68,374 △3,119 

 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 35,358 △28,514 

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △85,894 △212,466 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21,182 △30,517 

 受取利息及び受取配当金 △264,366 △258,871 

 支払利息 100,320 115,658 

 収用補償金 △216,131 － 

 為替差損益（△は益） 19,208 △210,680 

 固定資産除却損 28,643 26,141 

 固定資産売却損益（△は益） △836,507 △28,055 

 関係会社株式評価損益（△は益） － 37,566 

 出資金評価損益（△は益）  － 8,938 

 売上債権の増減額（△は増加） 316,759 △225,321 

 棚卸資産の増減額（△は増加） 428,538 △2,237,328 

 仕入債務の増減額（△は減少） △47,690 △47,649 

 持分法による投資損益（△は益） 3,808 △31,168 

 その他 △864,446 352,339 

 小計 6,203,554 3,587,297 

 利息及び配当金の受取額 292,568 225,136 

 法人税等の支払額 △696,902 △758,903 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,799,220 3,053,529 

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 △43,249,276 △28,605,038 

 定期預金の払戻による収入 47,165,068 31,329,961 

 有形固定資産の取得による支出 △3,309,085 △2,948,125 

 有形固定資産の売却による収入 1,329,759 45,210 

 有形固定資産の除却による支出 △49,068 3,139 

 無形固定資産の取得による支出 △48,371 △53,293 

 無形固定資産の売却による収入 268,031 － 

 投資有価証券の取得による支出 △2,176 △1,794 

 投資事業組合への出資による支出  － △58,887 

 貸付金の回収による収入 1,286 1,295 

 貸付けによる支出 △2,112 △116 

 収用補償金による収入 216,131 － 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 2,320,187 △287,648 

（省略） 
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添付資料（16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 

（セグメント情報等） 

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 2021年４月１日 至 2022年３月31日) 

（訂正前） 

    （単位：千円） 

 

報告セグメント 

合計 

日本 中国 東南アジア 

売上高     

  外部顧客への売上高 20,735,214 21,395,749 40,565,858 82,696,820 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

93,771 247,566 94 341,431 

計 20,828,984 21,643,315 40,565,952 83,038,251 

セグメント利益 669,194 1,046,347 1,449,298 3,164,840 

セグメント資産 22,470,323 25,893,113 34,734,028 83,097,464 

その他の項目     

  減価償却費 1,057,457 973,485 2,049,241 4,080,184 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

804,396 343,873 1,544,707 2,692,976 

 

（訂正後） 

    （単位：千円） 

 

報告セグメント 

合計 

日本 中国 東南アジア 

売上高     

  外部顧客への売上高 20,735,214 21,395,749 40,565,858 82,696,820 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

93,771 247,566 94 341,431 

計 20,828,984 21,643,315 40,565,952 83,038,251 

セグメント利益 669,194 1,046,347 1,449,298 3,164,840 

セグメント資産 22,470,323 25,893,113 34,734,028 83,097,464 

その他の項目     

  減価償却費 1,057,457 973,485 2,049,241 4,080,184 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

801,281 343,873 1,482,556 2,627,711 
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添付資料17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 

（セグメント情報等） 

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) 
 

（訂正前） 
     (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 3,899,677 4,080,184 13,396 16,021 3,913,073 4,096,205 

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

3,511,091 2,692,976 113,639 65,943 3,624,730 2,758,919 

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る

設備投資額及びセグメント間の取引消去額であります。 

 

（訂正後） 

     (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 3,899,677 4,080,184 13,396 16,021 3,913,073 4,096,205 

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

3,511,091 2,627,711 113,639 83,844 3,624,730 2,711,555 

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る

設備投資額及びセグメント間の取引消去額であります。 

 

 

以上 
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