
2020 年 5 月 22 日 

株 主 各 位

  

   

（訂正・数値データ訂正）

2020 年 2 月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について 

2020 年 4 月 10 日付でご送付申し上げました、当社「2020 年 2 月期決算短信〔日本基準〕

(非連結)」の記載事項の一部に誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、

下記のとおり訂正させていただきます。

記

（訂正箇所は＿＿を付して表示しております。）

「2020 年 2 月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」 

・サマリー情報

・キャッシュ・フロー計算書

・サマリー情報

（訂正前） 

（3）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 

期末残高 

2020年２月期

百万円 百万円 百万円 百万円

△186 △115 250 133

2019年２月期 195 △71 △60 184

（訂正後） 

（3）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 

期末残高 

2020年２月期

百万円 百万円 百万円 百万円

△169 △133 250 133

2019年２月期 195 △71 △60 184

会 社 名 株式会社セイヒョー 

代表者名 代表取締役社長 飯塚 周一 

（コード番号２８７２ 東証第 2 部） 

問合せ先 取締役経営企画室長 田辺 俊秋 

TEL 025－386－9988 



 
 

キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

（４）キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：千円)
          前事業年度 

(自 2018年３月１日 
 至 2019年２月28日) 

当事業年度 
(自 2019年３月１日 
 至 2020年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前当期純利益 72,352 △57,631

 減価償却費 119,951 127,199

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,400 △6,464

 賞与引当金の増減額（△は減少） 11,388 △928

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,900 △1,900

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,815 10,418

 受取利息及び受取配当金 △2,528 △3,181

 支払利息 2,314 2,938

 固定資産除却損 2,843 1,787

 投資有価証券売却損益（△は益） - △3,463

 売上債権の増減額（△は増加） △10,986 29,304

 たな卸資産の増減額（△は増加） △57,313 △130,312

 未収消費税等の増減額（△は増加） 7,051 △25,779

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,470 △6,757

 仕入債務の増減額（△は減少） 18,554 △87,404

 未払金の増減額（△は減少） 4,517 21,605

 未払消費税等の増減額（△は減少） 24,803 △24,803

 未払費用の増減額（△は減少） △980 △757

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,546 904

 預り保証金の増減額（△は減少） △750 △750

 差入保証金の増減額（△は増加） △2,107 △157

 その他 1,358 △13,748

 小計 197,660 △169,886

 利息及び配当金の受取額 2,528 3,181

 利息の支払額 △2,302 △3,036

 法人税等の支払額 △2,603 △17,228

 営業活動によるキャッシュ・フロー 195,282 △186,968

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △66,524 △129,455

 無形固定資産の取得による支出 △217 △6,866

 投資有価証券の取得による支出 △1,010 △531

 投資有価証券の売却による収入 - 11,618

 その他 △3,505 9,754

 投資活動によるキャッシュ・フロー △71,257 △115,480

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） △30,000 290,000

 リース債務の返済による支出 △18,118 △22,368

 自己株式の取得による支出 △487 △631

 配当金の支払額 △11,964 △16,279

 財務活動によるキャッシュ・フロー △60,571 250,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,454 △51,728

現金及び現金同等物の期首残高 121,324 184,778

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 184,778 ※ 133,049



 
 

（訂正後） 
（４）キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：千円)
          前事業年度 

(自 2018年３月１日 
 至 2019年２月28日) 

当事業年度 
(自 2019年３月１日 
 至 2020年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前当期純利益 72,352 △57,631

 減価償却費 119,951 127,082

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,400 △6,464

 賞与引当金の増減額（△は減少） 11,388 △928

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,900 △1,900

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,815 10,418

 受取利息及び受取配当金 △2,528 △3,181

 支払利息 2,314 2,938

 固定資産除却損 2,843 1,787

 投資有価証券売却損益（△は益） - △3,463

 売上債権の増減額（△は増加） △10,986 29,304

 たな卸資産の増減額（△は増加） △57,313 △130,312

 未収消費税等の増減額（△は増加） 7,051 △25,779

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,470 △5,141

 仕入債務の増減額（△は減少） 18,554 △87,404

 未払金の増減額（△は減少） 4,517 21,605

 未払消費税等の増減額（△は減少） 24,803 △24,803

 未払費用の増減額（△は減少） △980 △757

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,546 904

 預り保証金の増減額（△は減少） △750 △750

 差入保証金の増減額（△は増加） △2,107 △157

 その他 1,358 5,802

 小計 197,660 △148,836

 利息及び配当金の受取額 2,528 3,181

 利息の支払額 △2,302 △3,036

 法人税等の支払額 △2,603 △20,379

 営業活動によるキャッシュ・フロー 195,282 △169,070

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △66,524 △129,455

 無形固定資産の取得による支出 △217 △6,866

 投資有価証券の取得による支出 △1,010 △531

 投資有価証券の売却による収入 - 11,618

 その他 △3,505 △8,143

 投資活動によるキャッシュ・フロー △71,257 △133,378

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） △30,000 290,000

 リース債務の返済による支出 △18,118 △22,368

 自己株式の取得による支出 △487 △631

 配当金の支払額 △11,964 △16,279

 財務活動によるキャッシュ・フロー △60,571 250,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,454 △51,728

現金及び現金同等物の期首残高 121,324 184,778

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 184,778 ※ 133,049

以上 


