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2020 年６月 19 日 

各 位 

 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 
代表者名 代表取締役社長  長 井  啓 

（コード番号 ： 6324） 
問合せ先 取 締 役  丸 山  顕 

執 行 役 員  上 條 和 俊 
TEL.03-5471-7810 

 

（訂正・数値データ訂正） 

 ｢2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 
2020 年５月 15 日に発表しました｢2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部

訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。訂正箇所には下線を付しております。 

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 

 

１． 訂正の理由 

 

 「2020 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判

明しましたので、訂正するものです。なお、今回の訂正による連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書への影響はありません。 

 

 

２．訂正の内容 

 

サマリー情報 

１．2020 年３月期の連結業績（2019 年４月 1日～2020 年３月 31 日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 

＜訂正前＞ 

(百万円未満切捨て) 

  
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

2020 年３月期 9,769 △11,357 2,362 18,342

2019 年３月期 15,121 △22,399 △3,271 17,600

 

 

＜訂正後＞ 

(百万円未満切捨て) 

  
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

2020 年３月期 10,950 △12,537 2,362 18,342

2019 年３月期 15,121 △22,399 △3,271 17,600
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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） 

当連結会計年度における営業活動による収入は 97億 69 百万円となりました。（前連結会計年度は

151 億 21 百万円の収入） 

（中略） 

（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る支出は 113 億 57 百万円となりました。（前連結会計年度

は 223 億 99 百万円の支出） 

（後略） 

 

 

＜訂正後＞ 

 

（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る収入は 109 億 50 百万円となりました。（前連結会計年度

は 151 億 21 百万円の収入） 

（中略） 

（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る支出は 125 億 37 百万円となりました。（前連結会計年度

は 223 億 99 百万円の支出） 

（後略） 
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４．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 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 17,236,549 125,667 
 減価償却費 5,566,008 6,826,848 
 減損損失 － 307,829 
 のれん償却額 681,085 640,828 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,184 9,857 
 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △64,953 84,654 
 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 61,970 47,215 
 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,736 20,256 
 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 109,297 △417,794 
 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） 87,700 △30,112 
 受取利息 △24,543 △33,358 
 受取配当金 △251,297 △251,491 
 支払利息 22,785 113,165 
 持分法による投資損益（△は益） △9,954 68,461 
 補助金収入 △160,410 △60,410 
 固定資産売却損益（△は益） 26,000 △7,701 
 固定資産除却損 201,961 46,840 
 固定資産圧縮損 160,410 60,410 
 売上債権の増減額（△は増加） △1,767,278 10,027,696 
 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,098,940 1,464,916 
 仕入債務の増減額（△は減少） 499,904 △1,960,071 
 その他 △569,125 △2,429,700 
 小計 20,722,090 14,654,006 
 利息及び配当金の受取額 275,850 284,860 
 補助金の受取額 160,410 60,410 
 利息の支払額 △22,155 △112,384 
 法人税等の支払額 △6,199,842 △5,347,138 
 法人税等の還付額 185,523 230,230 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,121,877 9,769,984 
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 △21,040,315 △11,324,769 
 有形固定資産の売却による収入 317,293 13,128 
 無形固定資産の取得による支出 △235,680 △59,578 
 定期預金の預入による支出 △349,857 △256,892 
 定期預金の払戻による収入 255,466 236,445 
 関係会社株式の取得による支出 △1,321,400 － 
 敷金及び保証金の差入による支出 △35,550 △5,066 
 敷金及び保証金の回収による収入 9,660 39,694 
 短期貸付けによる支出 － △200 
 短期貸付金の回収による収入 1,128 71 
 その他 △330 143 
 投資活動によるキャッシュ・フロー △22,399,586 △11,357,022 
 （後略）   
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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 17,236,549 125,667 
 減価償却費 5,566,008 6,826,848 
 減損損失 － 307,829 
 のれん償却額 681,085 640,828 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,184 9,857 
 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △64,953 84,654 
 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 61,970 47,215 
 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,736 20,256 
 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 109,297 △417,794 
 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） 87,700 △30,112 
 受取利息 △24,543 △33,358 
 受取配当金 △251,297 △251,491 
 支払利息 22,785 113,165 
 持分法による投資損益（△は益） △9,954 68,461 
 補助金収入 △160,410 △60,410 
 固定資産売却損益（△は益） 26,000 △7,701 
 固定資産除却損 201,961 46,840 
 固定資産圧縮損 160,410 60,410 
 売上債権の増減額（△は増加） △1,767,278 10,027,696 
 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,098,940 1,464,916 
 仕入債務の増減額（△は減少） 499,904 △1,960,071 
 その他 △569,125 △1,249,500 
 小計 20,722,090 15,834,206 
 利息及び配当金の受取額 275,850 284,860 
 補助金の受取額 160,410 60,410 
 利息の支払額 △22,155 △112,384 
 法人税等の支払額 △6,199,842 △5,347,138 
 法人税等の還付額 185,523 230,230 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,121,877 10,950,184 
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 △21,040,315 △11,324,769 
 有形固定資産の売却による収入 317,293 13,128 
 無形固定資産の取得による支出 △235,680 △59,578 
 定期預金の預入による支出 △349,857 △256,892 
 定期預金の払戻による収入 255,466 236,445 
 関係会社株式の取得による支出 △1,321,400 △1,180,200 
 敷金及び保証金の差入による支出 △35,550 △5,066 
 敷金及び保証金の回収による収入 9,660 39,694 
 短期貸付けによる支出 － △200 
 短期貸付金の回収による収入 1,128 71 
 その他 △330 143 
 投資活動によるキャッシュ・フロー △22,399,586 △12,537,222 
 （後略）   

以上 


