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2021年12月17日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ア サ カ 理 研 

代表者名 代表取締役社長 油 木 田 祐 策 

（コード番号：５７２４） 

問合せ先 取締役執行役員管理本部長 山 田 浩 太 

TEL. 024-944-4744(代) 

 
 

（訂正・数値データ訂正）「2021年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 

 

当社は、2021年11月12日に公表しました「2021年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまし

て、記載箇所の一部に訂正すべき箇所がございましたので、下記の通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送信いたします。 

 

 

記 

 

訂正の内容  

訂正の箇所には、下線を付しております。 

「2021年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、399百万円の収入となりました（前期は652百万円の収

入）。 

この主な内訳は、税金等調整前当期純利益が425百万円、減価償却費が227百万円、売上債権の増

加額が85百万円、たな卸資産の増加額が85百万円、法人税等の支払額が78百万円であります。 

 
【訂正後】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、399百万円の収入となりました（前期は652百万円の収

入）。 

この主な内訳は、税金等調整前当期純利益が425百万円、減価償却費が227百万円、売上債権の増

加額が85百万円、たな卸資産の増加額が105百万円、法人税等の支払額が78百万円であります。 
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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10月１日 
 至 2020年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 2020年10月１日 

 至 2021年９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 123,445 425,584 

減価償却費 233,897 227,465 

減損損失 40,874 16,048 

株式報酬費用 － 23,327 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △52,961 

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,166 4,764 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,207 1,052 

受取利息及び受取配当金 △4,045 △4,438 

受取保険金 △506,578 △5,058 

受取損害賠償金 － △6,200 

支払利息 19,223 18,688 

為替差損益（△は益） 8,337 △15,085 

災害損失 309,061 8,340 

固定資産売却損益（△は益） △26 △436 

固定資産除却損 20,772 934 

売上債権の増減額（△は増加） △33,634 △85,469 

たな卸資産の増減額（△は増加） 108,513 △85,936 

仕入債務の増減額（△は減少） 16,097 21,443 

その他 △70,330 △5,606 

小計 279,981 486,456 

利息及び配当金の受取額 4,045 4,438 

利息の支払額 △21,750 △17,111 

法人税等の支払額 △18,862 △78,499 

法人税等の還付額 96 148 

保険金の受取額 578,930 5,058 

損害賠償金の受取額 － 6,200 

災害による損失の支払額 △170,352 △7,374 

営業活動によるキャッシュ・フロー 652,087 399,315 

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 △0 － 

定期預金の払戻による収入 3,092 － 

有形固定資産の取得による支出 △425,797 △265,382 

有形固定資産の売却による収入 26 436 

無形固定資産の取得による支出 △349 △4,031 

その他 △3,979 △10,898 

投資活動によるキャッシュ・フロー △427,007 △279,876 

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） 491,245 △122,545 

長期借入金の返済による支出 △151,112 △238,744 

長期借入れによる収入 － 150,000 

社債の発行による収入 130,000 － 

自己株式の取得による支出 △39,126 － 

自己株式の処分による収入 － 2,761 

配当金の支払額 △38,188 △37,686 

その他 △15,082 △28,545 

財務活動によるキャッシュ・フロー 377,734 △274,760 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,638 1,107 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 600,175 △154,213 

現金及び現金同等物の期首残高 620,279 1,220,455 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △11,811 

現金及び現金同等物の期末残高 1,220,455 1,054,430 



 

3 

 

【訂正後】 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 2019年10月１日 
 至 2020年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 2020年10月１日 

 至 2021年９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 123,445 425,584 

減価償却費 233,897 227,465 

減損損失 40,874 16,048 

株式報酬費用 － 23,327 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △52,961 

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,166 4,764 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,207 1,052 

受取利息及び受取配当金 △4,045 △4,438 

受取保険金 △506,578 △5,058 

受取損害賠償金 － △6,200 

支払利息 19,223 18,688 

為替差損益（△は益） 8,337 △15,085 

災害損失 309,061 8,340 

固定資産売却損益（△は益） △26 △436 

固定資産除却損 20,772 934 

売上債権の増減額（△は増加） △33,634 △85,469 

たな卸資産の増減額（△は増加） 108,513 △105,668 

仕入債務の増減額（△は減少） 16,097 21,443 

その他 △70,330 14,125 

小計 279,981 486,456 

利息及び配当金の受取額 4,045 4,438 

利息の支払額 △21,750 △17,111 

法人税等の支払額 △18,862 △78,499 

法人税等の還付額 96 148 

保険金の受取額 578,930 5,058 

損害賠償金の受取額 － 6,200 

災害による損失の支払額 △170,352 △7,374 

営業活動によるキャッシュ・フロー 652,087 399,315 

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 △0 － 

定期預金の払戻による収入 3,092 － 

有形固定資産の取得による支出 △425,797 △265,382 

有形固定資産の売却による収入 26 436 

無形固定資産の取得による支出 △349 △4,031 

その他 △3,979 △10,898 

投資活動によるキャッシュ・フロー △427,007 △279,876 

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） 491,245 △122,545 

長期借入金の返済による支出 △151,112 △238,744 

長期借入れによる収入 － 150,000 

社債の発行による収入 130,000 － 

自己株式の取得による支出 △39,126 － 

自己株式の処分による収入 － 2,761 

配当金の支払額 △38,188 △37,686 

その他 △15,082 △28,545 

財務活動によるキャッシュ・フロー 377,734 △274,760 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,638 1,107 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 600,175 △154,213 

現金及び現金同等物の期首残高 620,279 1,220,455 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △11,811 

現金及び現金同等物の期末残高 1,220,455 1,054,430 

 

 

以上 


