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2021年11月15日

各 位

会 社 名 日本プリメックス株式会社

代表者名 代表取締役会長兼社長 中川 善司

(JASDAQ・コード番号 2795)

問合せ先 取締役管理本部長 真岡 厚史

(TEL.03-3750-1234)

(((((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33333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〕〕〕〕〕（（（（（連連連連連結結結結結）））））」」」」」ののののの

一部訂正について一部訂正について一部訂正について一部訂正について一部訂正について

当社は、2021年５月13日に開示いたしました「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部を訂正いた

しましたので、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。

記

１．訂正内容と理由

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（2021年11月15日）付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の

提出及び決算短信等の一部訂正について」にて開示しておりますのでご参照ください。

２．訂正箇所

訂正の箇所には を付して表示しております。

以 上
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サマリー情報

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 293 404 △146 2,011

2020年3月期 468 △873 △162 1,426

（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 293 505 △146 1,962

2020年3月期 468 △923 △162 1,276
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添付資料

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、（以下「資金」という。）前連結会計年度に比べ５億85百

万円増加し20億11百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況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）

当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、２億93百万円（前年同期４億68百万円）となりま

した。これは主として税金等調整前当期純利益の計上３億68百万円、減価償却費84百万円、売上債権の減少２億

23百万円のインフローに対し、為替差益45百万円、仕入債務の減少１億94百万円、法人税等の支払額１億75百万

円のアウトフローとなったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によって獲得した資金は、４億４百万円（前年同期８億73百万円の支出）と

なりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入37億17百万円に対して、定期預金の預入による支出32億

21百万円であったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動により支出した資金は１億46百万円（前年同期１億62百万円）であり、これ

は主に配当金の支払１億５百万円によるものであります。

（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、（以下「資金」という。）前連結会計年度に比べ６億85百

万円増加し19億62百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況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）

当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、２億93百万円（前年同期４億68百万円）となりま

した。これは主として税金等調整前当期純利益の計上３億68百万円、減価償却費84百万円、売上債権の減少２億

23百万円のインフローに対し、為替差益45百万円、仕入債務の減少１億94百万円、法人税等の支払額１億75百万

円のアウトフローとなったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によって獲得した資金は、５億５百万円（前年同期９億23百万円の支出）と

なりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入39億68百万円に対して、定期預金の預入による支出33億

71百万円であったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動により支出した資金は１億46百万円（前年同期１億62百万円）であり、これ

は主に配当金の支払１億５百万円によるものであります。
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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 572,287 368,423

減価償却費 87,676 84,763

減損損失 - 14,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 26,741 9,876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,795 △1,452

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,061 △2,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,985 △520

受取利息及び受取配当金 △32,548 △22,723

為替差損益（△は益） 23,621 △45,179

有形固定資産売却損益（△は益） △330 -

売上債権の増減額（△は増加） 94,453 223,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,264 34,628

仕入債務の増減額（△は減少） △73,341 △194,766

未収消費税等の増減額（△は増加） - △12,428

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,820 △13,676

その他 △8,277 2,703

小計 692,680 445,563

利息及び配当金の受取額 34,163 25,639

利息の支払額 △2,702 △1,960

法人税等の支払額 △255,493 △175,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 468,647 293,600

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 △4,505,430 △3,221,725

定期預金の払戻による収入 3,583,598 3,717,744

有形固定資産の取得による支出 △48,598 △13,592

有価証券の償還による収入 108,798 -

投資有価証券の取得による支出 - △60,225

その他 △12,225 △17,490

投資活動によるキャッシュ・フロー △873,858 404,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △105,247 △105,262

その他 △57,502 △40,923

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,749 △146,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,581 33,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △581,542 585,227

現金及び現金同等物の期首残高 2,007,969 1,426,426

現金及び現金同等物の期末残高 1,426,426 2,011,654
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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 572,287 368,423

減価償却費 87,676 84,763

減損損失 - 14,760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 26,741 9,876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,795 △1,452

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,061 △2,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,985 △520

受取利息及び受取配当金 △32,548 △22,723

為替差損益（△は益） 23,621 △45,179

有形固定資産売却損益（△は益） △330 -

売上債権の増減額（△は増加） 94,453 223,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,264 34,628

仕入債務の増減額（△は減少） △73,341 △194,766

未収消費税等の増減額（△は増加） - △12,428

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,820 △13,676

その他 △8,277 2,703

小計 692,680 445,563

利息及び配当金の受取額 34,163 25,639

利息の支払額 △2,702 △1,960

法人税等の支払額 △255,493 △175,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 468,647 293,600

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 △4,755,460 △3,371,754

定期預金の払戻による収入 3,783,618 3,968,467

有形固定資産の取得による支出 △48,598 △13,592

有価証券の償還による収入 108,798 -

投資有価証券の取得による支出 - △60,225

その他 △12,225 △17,490

投資活動によるキャッシュ・フロー △923,868 505,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △105,247 △105,262

その他 △57,502 △40,923

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,749 △146,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,581 33,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △631,552 685,921

現金及び現金同等物の期首残高 1,907,959 1,276,406

現金及び現金同等物の期末残高 1,276,406 1,962,328

　


