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2022 年５月 16 日 

各  位 

会 社 名    サ ン セ イ 株 式 会 社    

               (コード:6307 東証スタンダード) 

代表者名   代表取締役社長  小嶋   敦 

問合せ先  管理本部長       西村 直樹 

（ TEL  06－6395－2231 ） 

 

(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 日に公表しました表記資料につきまして、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。 

 

記 

 

【訂正の理由】 

 「2022 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表後、連結キャッシュ・フローの状況に関して誤り

が判明したため、サマリー情報及びそれに関連する記載内容につき、一部訂正すべき事項が生じたことによ

るものであります。 

 

【訂正箇所の概要】 

 ①サマリー情報 

1．2022 年 3 月期の連結業績（2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日） 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 

 ②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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

somu
新規スタンプ
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【訂正内容】（訂正箇所には下線を付して表示しております。） 

 

①サマリー情報 

1．2022 年 3 月期の連結業績（2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日） 

 

（訂正前） 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 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 

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 

2022年 3 月期 △179 △27 △55 1,123 

2021年 3 月期 728 △72 △449 1,385 

 

（訂正後） 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 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 

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 

2022年 3 月期 △177 △27 △55 1,125 

2021年 3 月期 728 △72 △449 1,385 

 

②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）  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて 

262 百万円減少し、当連結会計年度末は 1,123 百万円になりました。 

 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） 

 営業活動の結果使用した資金は、179 百万円（前年同期は 728 百万円の獲得）となりました。 

   これは主に、税金等調整前当期純利益が 354 百万円並びに減価償却費が 72 百万円となりましたが、 

仕入債務の減少額が 135 百万円並びに法人税等の支払額が 290 百万円となったこと等によるものであ 

ります。 

 

（訂正後）  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて 

260 百万円減少し、当連結会計年度末は 1,125 百万円になりました。 

 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） 

 営業活動の結果使用した資金は、177 百万円（前年同期は 728 百万円の獲得）となりました。 

   これは主に、税金等調整前当期純利益が 354 百万円並びに減価償却費が 72 百万円となりましたが、 

仕入債務の減少額が 135 百万円並びに法人税等の支払額が 290 百万円となったこと等によるものであ 

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 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 593,942 354,071 
減価償却費 79,099 72,333 
工事損失引当金の増減額（△は減少） 87,988 3,990 
減損損失 26,990 － 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 20,760 10,755 
受取利息及び受取配当金 △1,448 △1,487 
支払利息 5,633 4,616 
有形固定資産除売却損益（△は益） 7,875 △101 
無形固定資産除却損 490 － 
売上債権の増減額（△は増加） 332,136 △35,665 
棚卸資産の増減額（△は増加） 29,925 △3,920 
仕入債務の増減額（△は減少） 21,706 △135,528 
その他の固定負債の増減額（△は減少） 369 16,638 
その他 △309,334 △173,367 
小計 896,136 112,334 
利息及び配当金の受取額 3,102 3,090 
利息の支払額 △5,577 △4,535 
法人税等の支払額 △165,193 △290,427 
営業活動によるキャッシュ・フロー 728,468 △179,538 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の増減額（△は増加） － 3,500 
有形固定資産の取得による支出 △65,127 △34,894 
有形固定資産の売却による収入 437 106 
有形固定資産の除却による支出 △8,033 △5 
投資有価証券の売却による収入 － 2,845 
その他 653 751 
投資活動によるキャッシュ・フロー △72,070 △27,696 

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） △300,000 100,000 
長期借入れによる収入 － 100,000 
長期借入金の返済による支出 △45,754 △143,504 
配当金の支払額 △101,107 △108,637 
その他 △2,241 △3,138 
財務活動によるキャッシュ・フロー △449,102 △55,280 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9 58 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 207,304 △262,456 
現金及び現金同等物の期首残高 1,178,531 1,385,835 
現金及び現金同等物の期末残高 1,385,835 1,123,379 
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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 593,942 354,071 
減価償却費 79,099 72,333 
工事損失引当金の増減額（△は減少） 87,988 3,990 
減損損失 26,990 － 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 20,760 10,755 
受取利息及び受取配当金 △1,448 △1,487 
支払利息 5,633 4,616 
有形固定資産除売却損益（△は益） 7,875 △101 
無形固定資産除却損 490 － 
売上債権の増減額（△は増加） 332,136 △30,045 
棚卸資産の増減額（△は増加） 29,925 △7,155 
仕入債務の増減額（△は減少） 21,706 △135,528 
その他の固定負債の増減額（△は減少） 369 16,638 
その他 △309,334 △173,367 
小計 896,136 114,719 
利息及び配当金の受取額 3,102 3,090 
利息の支払額 △5,577 △4,535 
法人税等の支払額 △165,193 △290,427 
営業活動によるキャッシュ・フロー 728,468 △177,153 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の増減額（△は増加） － 3,500 
有形固定資産の取得による支出 △65,127 △34,894 
有形固定資産の売却による収入 437 106 
有形固定資産の除却による支出 △8,033 △5 
投資有価証券の売却による収入 － 2,845 
その他 653 751 
投資活動によるキャッシュ・フロー △72,070 △27,696 

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） △300,000 100,000 
長期借入れによる収入 － 100,000 
長期借入金の返済による支出 △45,754 △143,504 
配当金の支払額 △101,107 △108,637 
その他 △2,241 △3,138 
財務活動によるキャッシュ・フロー △449,102 △55,280 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9 58 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 207,304 △260,071 
現金及び現金同等物の期首残高 1,178,531 1,385,835 
現金及び現金同等物の期末残高 1,385,835 1,125,764 

 

 

以上 


