
令和３年２月５日 

各 位 

上 場 会 社 名  津田駒工業株式会社 

代  表 者  代表取締役社長 

高 納 伸 宏 

（ｺｰﾄﾞ：6217 東証第 1部）

問合せ先責任者 常務取締役管理部門統括総務部長 

松 任 宏 幸 

（TEL 076-242-1110） 

（訂正・数値データ訂正）「令和２年 11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正について 

令和３年１月 18日に公表いたしました「令和２年 11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の記載内容の一部に訂正すべき事項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（XBRL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。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

１．訂正の理由 

「令和２年 11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 

○サマリー情報

1. 令和 2年 11月期の連結業績（令和元年 12月 1日～令和 2年 11月 30日）

(3)連結キャッシュ・フローの状況

【訂正前】 

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

2年 11月期 △3,263 △1,433 4,366 6,860 

元年 11月期 1,738 △1,510 △322 7,177 

【訂正後】 

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

2年 11月期 △3,522 △1,174 4,366 6,860 

元年 11月期 1,738 △1,510 △322 7,177 
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○添付資料 4ページ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（２）財政状態に関する分析 

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

 

【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キャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失

4,487 百万円の計上などによりマイナス 3,263 百万円となりました。（前期 1,738 百万円） 

 

（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キャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定

資産の取得による支出1,563百万円などによりマイナス1,433百万円となりました。（前期 マ

イナス 1,510 百万円） 

 

【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キャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失

4,487 百万円の計上などによりマイナス 3,522 百万円となりました。（前期 1,738 百万円） 

 

（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キャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定

資産の取得による支出1,563百万円などによりマイナス1,174百万円となりました。（前期 マ

イナス 1,510 百万円） 
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○添付資料13ページ 

５．連結財務諸表及び主な注記 

（３）連結株主資本等変動計算書 

 

【訂正前】 

 

 当連結会計年度（自 令和元年12月１日 至 令和２年11月30日） 

 (単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 12,316 1,655 170 △1,242 12,900 

当期変動額      

自己株式の取得    △0 △0 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
  △4,520  △4,520 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

 778   778 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

     

当期変動額合計 - 778 △4,520 △0 △3,742 

当期末残高 12,316 2,434 △4,349 △1,242 9,158 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

為替換算調整勘

定 

退職給付に係る 

調整累計額 

その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 348 0 322 △968 △297 1,236 13,839 

当期変動額        

自己株式の取得       △0 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
      △4,520 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

      778 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

△76 0 56 345 325 △1,126 △800 

当期変動額合計 △76 0 56 345 325 △1,126 △4,543 

当期末残高 272 0 379 △623 325 109 9,296 
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【訂正後】 

 

 当連結会計年度（自 令和元年12月１日 至 令和２年11月30日） 

 (単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 12,316 1,655 170 △1,242 12,900 

当期変動額      

自己株式の取得    △0 △0 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
  △4,520  △4,520 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

 778   778 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

     

当期変動額合計 - 778 △4,520 △0 △3,742 

当期末残高 12,316 2,434 △4,349 △1,242 9,158 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

為替換算調整勘

定 

退職給付に係る 

調整累計額 

その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 348 0 322 △968 △297 1,236 13,839 

当期変動額        

自己株式の取得       △0 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
      △4,520 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

      778 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

△76 0 56 345 325 △1,126 △800 

当期変動額合計 △76 0 56 345 325 △1,126 △4,543 

当期末残高 272 0 379 △623 28 109 9,296 
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○添付資料14ページ 

５．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：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成30年12月１日 
 至 令和元年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 令和元年12月１日 
 至 令和２年11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損失（△） △291 △4,487 

 減価償却費 1,061 1,141 

 減損損失 － 15 

 受取利息及び受取配当金 △51 △46 

 支払利息 75 103 

 持分法による投資損益（△は益） △4 196 

 売上債権の増減額（△は増加） 3,262 4,094 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 566 △379 

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,319 △3,740 

 投資有価証券評価損益（△は益） － 27 

 関係会社株式評価損 － 5 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △193 △172 

 その他 △229 53 

 小計 1,876 △3,190 

 利息及び配当金の受取額 51 46 

 利息の支払額 △75 △106 

 法人税等の支払額 △113 △12 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,738 △3,263 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） △0 △0 

 有形固定資産の取得による支出 △1,221 △1,156 

 有形固定資産の売却による収入 33 23 

 無形固定資産の取得による支出 △288 △406 

 投資有価証券の取得による支出 △1 △1 

 投資有価証券の売却による収入 6 150 

 子会社株式の取得による支出 － △36 

 その他 △39 △5 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,510 △1,433 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） △13 5,228 

 長期借入れによる収入 100 － 

 長期借入金の返済による支出 △310 △539 

 自己株式の取得による支出 △1 △0 

 配当金の支払額 △94 △0 

 非支配株主への配当金の支払額 △2 △2 

 その他 － △320 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △322 4,366 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 12 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △112 △317 

現金及び現金同等物の期首残高 7,290 7,177 

現金及び現金同等物の期末残高 7,177 6,860 
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【訂正後】 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成30年12月１日 
 至 令和元年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 令和元年12月１日 
 至 令和２年11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損失（△） △291 △4,487 

 減価償却費 1,061 1,141 

 減損損失 － 15 

 受取利息及び受取配当金 △51 △46 

 支払利息 75 103 

 持分法による投資損益（△は益） △4 196 

 売上債権の増減額（△は増加） 3,262 4,094 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 566 △379 

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,319 △3,740 

 投資有価証券評価損益（△は益） － 27 

 関係会社株式評価損 － 5 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △193 △172 

 その他 △229 △205 

 小計 1,876 △3,449 

 利息及び配当金の受取額 51 46 

 利息の支払額 △75 △106 

 法人税等の支払額 △113 △12 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,738 △3,522 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） △0 △0 

 有形固定資産の取得による支出 △1,221 △1,156 

 有形固定資産の売却による収入 33 23 

 無形固定資産の取得による支出 △288 △406 

 投資有価証券の取得による支出 △1 △1 

 投資有価証券の売却による収入 6 408 

 子会社株式の取得による支出 － △36 

 その他 △39 △5 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,510 △1,174 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） △13 5,228 

 長期借入れによる収入 100 － 

 長期借入金の返済による支出 △310 △539 

 自己株式の取得による支出 △1 △0 

 配当金の支払額 △94 △0 

 非支配株主への配当金の支払額 △2 △2 

 その他 － △320 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △322 4,366 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 12 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △112 △317 

現金及び現金同等物の期首残高 7,290 7,177 

現金及び現金同等物の期末残高 7,177 6,860 

 

以 上   
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