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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年６月29日に提出いたしました第73期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部 企業情報

第１ 企業の概況

 １ 主要な経営指標等の推移

  (1) 連結経営指標等

 
第２ 事業の状況

 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況分析

  (1) 経営成績等の概況

　 ② キャッシュ・フローの状況

 
第５ 経理の状況

 １ 連結財務諸表等

  (1) 連結財務諸表

　 ④ 連結キャッシュ・フローの計算書

 
 　注記事項

　　連結キャッシュ・フロー計算書関係

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 企業情報

第１ 企業の概況

 １ 主要な経営指標等の推移

  (1) 連結経営指標等

 
(訂正前)

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月

売上高 (千円) 16,706,320 17,082,667 17,735,937 17,194,734 16,399,312

経常利益 (千円) 413,302 364,083 518,342 386,424 359,251

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 179,462 238,736 416,187 166,871 150,958

包括利益 (千円) 269,892 410,505 563,875 △51,991 △33,818

純資産額 (千円) 8,411,479 8,729,029 9,199,896 9,054,924 8,928,012

総資産額 (千円) 16,837,272 17,001,958 17,789,541 17,227,926 16,870,217

１株当たり純資産額 (円) 452.45 469.53 494.86 487.06 480.25

１株当たり当期純利益
金額

(円) 9.65 12.84 22.39 8.98 8.12

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ─ ─

自己資本比率 (％) 50.0 51.3 51.7 52.6 52.9

自己資本利益率 (％) 2.2 2.8 4.6 1.8 1.7

株価収益率 (倍) 18.1 16.8 13.6 29.62 34.61

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 856,638 642,072 △279,010 887,897 134,092

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △17,006 △124,850 124,737 △419,249 △682,128

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △92,973 △92,955 △93,008 △92,980 △93,093

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 3,902,520 4,326,786 4,079,505 4,455,172 3,814,042

従業員数 (人) 493 517 500 496 480
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(訂正後)

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月

売上高 (千円) 16,706,320 17,082,667 17,735,937 17,194,734 16,399,312

経常利益 (千円) 413,302 364,083 518,342 386,424 359,251

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 179,462 238,736 416,187 166,871 150,958

包括利益 (千円) 269,892 410,505 563,875 △51,991 △33,818

純資産額 (千円) 8,411,479 8,729,029 9,199,896 9,054,924 8,928,012

総資産額 (千円) 16,837,272 17,001,958 17,789,541 17,227,926 16,870,217

１株当たり純資産額 (円) 452.45 469.53 494.86 487.06 480.25

１株当たり当期純利益
金額

(円) 9.65 12.84 22.39 8.98 8.12

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ─ ─

自己資本比率 (％) 50.0 51.3 51.7 52.6 52.9

自己資本利益率 (％) 2.2 2.8 4.6 1.8 1.7

株価収益率 (倍) 18.1 16.8 13.6 29.62 34.61

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 856,638 642,072 △279,010 887,897 134,092

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △17,006 △124,850 124,737 △419,249 △582,128

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △92,973 △92,955 △93,008 △92,980 △93,093

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 3,902,520 4,326,786 4,079,505 4,455,172 3,914,042

従業員数 (人) 493 517 500 496 480
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDINET提出書類

北沢産業株式会社(E01398)

訂正有価証券報告書

4/9



 
 
 
第２ 事業の状況

 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況分析

  (1) 経営成績等の概況

　 ② キャッシュ・フローの状況

 
（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３８億１４百万円となり、前連結会計

年度末より６億４１百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

営業活動によって得られた資金は、１億３４百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

の計上額３億２９百万円及び売上債権の減少額２億７８百万円と、仕入債務の減少額２億７７百万円及び法

人税の支払額１億１３百万円の支出によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動によって使用した資金は、６億８２百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出５億５６百万円、投資有価証券の取得による支出６２百万円の支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって使用した資金は、９３百万円となりました。これは主に、配当金の支払額９２百万円に

よるものです。

 
　　（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３９億１４百万円となり、前連結会計

年度末より５億４１百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

営業活動によって得られた資金は、１億３４百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

の計上額３億２９百万円及び売上債権の減少額２億７８百万円と、仕入債務の減少額２億７７百万円及び法

人税の支払額１億１３百万円の支出によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動によって使用した資金は、５億８２百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出５億５６百万円、投資有価証券の取得による支出６２百万円の支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって使用した資金は、９３百万円となりました。これは主に、配当金の支払額９２百万円に

よるものです。
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第５ 経理の状況

 １ 連結財務諸表等

  (1) 連結財務諸表

　 ④ 連結キャッシュ・フローの計算書
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（訂正前）
           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020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 365,593 329,504

 減価償却費 254,267 283,604

 有形固定資産除却損 2,530 12,646

 有形固定資産売却損益（△は益） 32,470 △273

 投資有価証券売却損益（△は益） △49,578 -

 会員権売却損益（△は益） 228 -

 会員権評価損 - 4,570

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △44,856 △27,965

 賞与引当金の増減額（△は減少） 5,128 △6,612

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 932 △45,392

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 260 277

 受取利息及び受取配当金 △36,414 △39,834

 支払利息 11,213 11,152

 売上債権の増減額（△は増加） 548,562 278,705

 たな卸資産の増減額（△は増加） 220,366 △169,437

 仕入債務の増減額（△は減少） △353,084 △277,630

 未払消費税等の増減額（△は減少） 83,050 △77,530

 減損損失 25,179 -

 受取保険金 △8,394 -

 損害賠償金 - 12,804

 訴訟和解金 10,000 -

 その他 139,688 △56,233

 小計 1,207,145 232,352

 利息及び配当金の受取額 36,414 39,888

 利息の支払額 △11,745 △11,479

 法人税等の支払額 △343,934 △113,865

 保険金の受取額 10,017 -

 損害賠償金の支払額 - △12,804

 訴訟和解金の支払額 △10,000 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー 887,897 134,092

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 △63,966 △62,197

 投資有価証券の売却による収入 52,592 -

 有形固定資産の取得による支出 △393,564 △556,014

 有形固定資産の売却による収入 31,945 274

 無形固定資産の取得による支出 △40,587 △58,894

 貸付金の回収による収入 160 373

 貸付けによる支出 △6,801 -

 会員権の取得による支出 - △5,670

 会員権の売却による収入 972 -

 投資活動によるキャッシュ・フロー △419,249 △682,128

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 △25 △139

 配当金の支払額 △92,954 △92,954

 財務活動によるキャッシュ・フロー △92,980 △93,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 375,667 △641,130

現金及び現金同等物の期首残高 4,079,505 4,455,172

現金及び現金同等物の期末残高 4,455,172 3,814,042
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（訂正後）
           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020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 365,593 329,504

 減価償却費 254,267 283,604

 有形固定資産除却損 2,530 12,646

 有形固定資産売却損益（△は益） 32,470 △273

 投資有価証券売却損益（△は益） △49,578 -

 会員権売却損益（△は益） 228 -

 会員権評価損 - 4,570

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △44,856 △27,965

 賞与引当金の増減額（△は減少） 5,128 △6,612

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 932 △45,392

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 260 277

 受取利息及び受取配当金 △36,414 △39,834

 支払利息 11,213 11,152

 売上債権の増減額（△は増加） 548,562 278,705

 たな卸資産の増減額（△は増加） 220,366 △169,437

 仕入債務の増減額（△は減少） △353,084 △277,630

 未払消費税等の増減額（△は減少） 83,050 △77,530

 減損損失 25,179 -

 受取保険金 △8,394 -

 損害賠償金 - 12,804

 訴訟和解金 10,000 -

 その他 139,688 △56,233

 小計 1,207,145 232,352

 利息及び配当金の受取額 36,414 39,888

 利息の支払額 △11,745 △11,479

 法人税等の支払額 △343,934 △113,865

 保険金の受取額 10,017 -

 損害賠償金の支払額 - △12,804

 訴訟和解金の支払額 △10,000 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー 887,897 134,092

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 - 100,000

 投資有価証券の取得による支出 △63,966 △62,197

 投資有価証券の売却による収入 52,592 -

 有形固定資産の取得による支出 △393,564 △556,014

 有形固定資産の売却による収入 31,945 274

 無形固定資産の取得による支出 △40,587 △58,894

 貸付金の回収による収入 160 373

 貸付けによる支出 △6,801 -

 会員権の取得による支出 - △5,670

 会員権の売却による収入 972 -

 投資活動によるキャッシュ・フロー △419,249 △582,128

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 △25 △139

 配当金の支払額 △92,954 △92,954

 財務活動によるキャッシュ・フロー △92,980 △93,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 375,667 △541,130

現金及び現金同等物の期首残高 4,079,505 4,455,172

現金及び現金同等物の期末残高 4,455,172 3,914,042
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 注記事項

　　連結キャッシュ・フロー計算書関係　

 
（訂正前）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

現金及び預金勘定 4,455,172千円 3,814,042千円

預入期間が3ヶ月を
超える定期預金

─ 千円 ─ 千円

現金及び現金同等物 4,455,172千円 3,814,042千円
 

 

（訂正後）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

現金及び預金勘定 4,455,172千円 3,914,042千円

預入期間が3ヶ月を
超える定期預金

─ 千円 ─ 千円

現金及び現金同等物 4,455,172千円 3,914,042千円
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