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(訂正・数値データ訂正)「2021 年６⽉期 決済短信〔⽇本基準〕(連結)」の 

⼀部訂正について 
 
 
 2021 年８⽉ 12 ⽇に公表しました「2021 年６⽉期 決算短信〔⽇本基準〕(連結)」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提出いたします。 
 

記 
 
1. 訂正理由 

「2021 年６⽉期 決算短信〔⽇本基準〕(連結)」の公表後、記載内容の⼀部に誤りが
あることが判明しましたので、訂正を⾏うものです。 

 
2. 訂正の内容 

訂正箇所は下線＿を付しております。 
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添付資料12ページ 

３．連結財務諸表及び主要な注記 

（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７⽉１⽇ 
 ⾄ 2020 年６⽉ 30 ⽇) 

当連結会計年度 
(⾃ 2020 年７⽉１⽇ 

 ⾄ 2021 年６⽉ 30 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 212,900 206,627 
減価償却費 114,188 125,133 
受取利息及び受取配当⾦ △2,500 △6,749 
⽀払利息 4,670 3,948 
社債発⾏費償却 368 568 
固定資産売却損益（△は益） − 5,973 
固定資産除却損 17,558 12,115 
投資有価証券売却損益（△は益） △16,352 △24,503 
貸倒引当⾦の増減額（△は減少） − △10,000 
受取保険⾦ △7,796 − 
和解⾦ − 15,336 
売上債権の増減額（△は増加） 26,682 9,392 
仕⼊債務の増減額（△は減少） 5,155 △6,339 
⻑期前受収益の増減額（△は減少） △23,664 △24,800 
前受⾦の増減額（△は減少） △21,809 15,290 
前払費⽤の増減額（△は増加） 4,396 △9,788 
その他 △40,605 △17,039 
⼩計 273,191 295,167 
利息及び配当⾦の受取額 2,500 6,749 
利息の⽀払額 △4,273 △3,768 
法⼈税等の⽀払額 △72,553 △100,604 
法⼈税等の還付額 23,375 18,489 
和解⾦の⽀払額 − △11,436 
営業活動によるキャッシュ・フロー 222,240 204,595 

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 △18,000 △11,300 
定期預⾦の払戻による収⼊ − 18,000 
有形固定資産の取得による⽀出 △237,617 △125,003 
有形固定資産の売却による収⼊ − 6,050 
無形固定資産の取得による⽀出 △6,000 △3,000 
投資有価証券の取得による⽀出 △272,580 △152,363 
投資有価証券の売却による収⼊ 230,831 225,314 
保険積⽴⾦の積⽴による⽀出 △15,330 △13,394 
保険積⽴⾦の解約による収⼊ 21,024 − 
貸付けによる⽀出 △9,720 △25,160 
貸付⾦の回収による収⼊ 2,458 13,693 
預り保証⾦の受⼊による収⼊ 150,517 205,630 
預り保証⾦の返還による⽀出 △110,611 △106,250 
差⼊保証⾦の差⼊による⽀出 △32,217 △103,908 
差⼊保証⾦の回収による収⼊ 35,843 22,987 
その他 − 21,780 
投資活動によるキャッシュ・フロー △261,403 △26,924 
（後略） 
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【訂正後】 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(⾃ 2019 年７⽉１⽇ 
 ⾄ 2020 年６⽉ 30 ⽇) 

当連結会計年度 
(⾃ 2020 年７⽉１⽇ 

 ⾄ 2021 年６⽉ 30 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 212,900 206,627 
減価償却費 114,188 125,133 
受取利息及び受取配当⾦ △2,500 △6,749 
⽀払利息 4,670 3,948 
社債発⾏費償却 368 568 
固定資産売却損益（△は益） − 5,973 
固定資産除却損 17,558 12,115 
投資有価証券売却損益（△は益） △16,352 △24,503 
貸倒引当⾦の増減額（△は減少） − △10,000 
受取保険⾦ △7,796 − 
和解⾦ − 15,336 
売上債権の増減額（△は増加） 26,682 9,392 
仕⼊債務の増減額（△は減少） 5,155 △6,339 
⻑期前受収益の増減額（△は減少） △23,664 △24,800 
前受⾦の増減額（△は減少） △21,809 15,290 
前払費⽤の増減額（△は増加） 4,396 △9,788 
その他 △40,605 △41,810 
⼩計 273,191 270,395 
利息及び配当⾦の受取額 2,500 6,749 
利息の⽀払額 △4,273 △3,768 
法⼈税等の⽀払額 △72,553 △75,832 
法⼈税等の還付額 23,375 18,489 
和解⾦の⽀払額 − △11,436 
営業活動によるキャッシュ・フロー 222,240 204,595 

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 △18,000 △11,300 
定期預⾦の払戻による収⼊ − 18,000 
有形固定資産の取得による⽀出 △237,617 △125,003 
有形固定資産の売却による収⼊ − 6,050 
無形固定資産の取得による⽀出 △6,000 △3,000 
投資有価証券の取得による⽀出 △272,580 △152,363 
投資有価証券の売却による収⼊ 230,831 225,314 
保険積⽴⾦の積⽴による⽀出 △15,330 △13,394 
保険積⽴⾦の解約による収⼊ 21,024 − 
貸付けによる⽀出 △9,720 △27,164 
貸付⾦の回収による収⼊ 2,458 15,697 
預り保証⾦の受⼊による収⼊ 150,517 205,630 
預り保証⾦の返還による⽀出 △110,611 △106,250 
差⼊保証⾦の差⼊による⽀出 △32,217 △103,908 
差⼊保証⾦の回収による収⼊ 35,843 22,987 
その他 − 21,780 
投資活動によるキャッシュ・フロー △261,403 △26,924 
（後略） 

 

以上 


