
 
2021年６月 25日 

各  位 

会 社 名  ジオスター株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 端山 真吾 

（コード番号 5282 東証第２部） 

問 合 せ 先 経営管理本部経理部長 山床 眞一 

（TEL 03-5844-1201） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

 

2021年５月 13日に公表いたしました「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載に 

一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

 

 記  

１．訂正の理由 

  訂正の理由 「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、記載内容の一部に訂正

が必要であることが判明したため、訂正を行うものです。 

 

２．訂正の内容 

  「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

 ○添付資料 10ページ 

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 

 

３．訂正の箇所 

  訂正箇所に下線を付して表示しております。 

 

以 上 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021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 772,481 1,285,475

減価償却費 916,914 687,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,719 175

受取利息及び受取配当金 △14,445 △14,167

支払利息 16,110 5,641

固定資産除売却損益（△は益） 38,608 33,412

投資有価証券売却損益（△は益） △7,904 △9,231

訴訟損失引当金戻入額 - △5,350

受取保険金 △6,101 -

減損損失 - 470,648

ゴルフ会員権評価損 2,550 2,200

訴訟関連損失 31,391 277

関係会社事業損失 569,581 -

災害損失 11,381 -

売上債権の増減額（△は増加） 456,906 △542,339

たな卸資産の増減額（△は増加） △230,788 119,232

未収入金の増減額（△は増加） 869,563 353,600

仕入債務の増減額（△は減少） △531,538 351,611

前受金の増減額（△は減少） 212,297 510,167

その他 △635,550 361,957

小計 2,474,178 3,611,141

利息及び配当金の受取額 14,445 14,167

利息の支払額 △16,284 △5,599

保険金の受取額 6,101 -

訴訟関連損失の支払額 △15,908 △24,127

関係会社事業損失の支払額 △992,390 -

災害損失の支払額 △7,384 -

法人税等の還付額 - 135,857

法人税等の支払額 △1,240,718 -

営業活動によるキャッシュ・フロー 222,037 3,731,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△150,007 -

有形固定資産の取得による支出 △719,148 △448,066

有形固定資産の売却による収入 9,520 2,729

投資有価証券の売却による収入 20,919 69,711

その他 △66,560 △87,755

投資活動によるキャッシュ・フロー △905,276 △463,380

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） 114,447 -

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 △200,000 -

配当金の支払額 △453,664 △157,000

リース債務の返済による支出 △13,801 △9,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △453,018 △166,904

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,315 -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,139,572 3,101,154

現金及び現金同等物の期首残高 2,905,612 1,766,039

現金及び現金同等物の期末残高 1,766,039 4,867,194

（訂正前）
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2021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 772,481 1,285,475

減価償却費 916,914 687,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,719 175

受取利息及び受取配当金 △14,445 △14,167

支払利息 16,110 5,641

固定資産除売却損益（△は益） 38,608 33,412

投資有価証券売却損益（△は益） △7,904 △9,231

訴訟損失引当金戻入額 ― △5,350

受取保険金 △6,101 ―

減損損失 ― 470,648

ゴルフ会員権評価損 2,550 2,200

訴訟関連損失 31,391 277

関係会社事業損失 569,581 ―

災害損失 11,381 ―

売上債権の増減額（△は増加） 456,906 △542,339

たな卸資産の増減額（△は増加） △230,788 119,232

未収入金の増減額（△は増加） 869,563 353,600

仕入債務の増減額（△は減少） △531,538 351,611

前受金の増減額（△は減少） 212,297 510,167

その他 △635,550 287,274

小計 2,474,178 3,536,459

利息及び配当金の受取額 14,445 14,167

利息の支払額 △16,284 △5,599

保険金の受取額 6,101 ―

訴訟関連損失の支払額 △15,908 △24,127

関係会社事業損失の支払額 △992,390 ―

災害損失の支払額 △7,384 ―

法人税等の還付額 ― 344,095

法人税等の支払額 △1,240,718 △133,555

営業活動によるキャッシュ・フロー 222,037 3,731,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△150,007 ―

有形固定資産の取得による支出 △719,148 △448,066

有形固定資産の売却による収入 9,520 2,729

投資有価証券の売却による収入 20,919 69,711

その他 △66,560 △87,755

投資活動によるキャッシュ・フロー △905,276 △463,380

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） 114,447 ―

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 △200,000 ―

配当金の支払額 △453,664 △157,000

リース債務の返済による支出 △13,801 △9,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △453,018 △166,904

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,315 ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,139,572 3,101,154

現金及び現金同等物の期首残高 2,905,612 1,766,039

現金及び現金同等物の期末残高 1,766,039 4,867,194

（訂正後）


