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2020年5月28日   
 
各 位 

会 社 名 日本ピストンリング株式会社 

代表者名 取締役社長 山本 彰 

 (コード番号 6461 東証第一部) 

問合せ先 経理部長 津原 直浩 

 (TEL 048-856-5011) 

 

 

（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20日に公表いたしました「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、公表後に一部

訂正すべき事項が判明しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

また、連動して数値データにも訂正が生じますので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

【連結貸借対照表】における（資産の部）流動資産の「現金及び預金」及び(同)「その他」、(純資産の部)の

「非支配株主持分」の金額に訂正が必要なものが判明したためであります。連動して、【連結キャッシュ・フロー

の状況】、  【セグメント情報等】についても、訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容（訂正箇所には下線＿を付して表示しております。） 

 

【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） 

（１）連結経営成績 

 （省略） 

 

（２）連結財政状態 

＜訂正前＞ (％表示は対前期増減率)
 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2020年3月期 63,598 31,279 46.9 3,686.97 

2019年3月期 65,793 32,495 47.4 3,789.58 
 

(参考) 自己資本 2020年3月期 29,827 百万円  2019年3月期 31,166 百万円

 

＜訂正後＞ (％表示は対前期増減率)
 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2020年3月期 63,608 31,289 46.9 3,686.97 

2019年3月期 65,793 32,495 47.4 3,789.58 
 

(参考) 自己資本 2020年3月期 29,827 百万円  2019年3月期 31,166 百万円
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（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 

2020年3月期 3,579 △3,606 △929 3,414 

2019年3月期 5,129 △4,604 △845 4,386 

 

＜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 

2020年3月期 3,669 △3,606 △919 3,514 

2019年3月期 5,129 △4,604 △845 4,386 

 

【添付資料】 

１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

（省略） 

 

（２）当期の財政状態の概況 

＜訂正前＞ 

(資産) 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ、21億94百万円減少し、635億98百万円となりまし

た。これは主に、「受取手形及び売掛金」の減少14億79百万円、「現金及び預金」の減少９億71百万円、「投資

有価証券」の減少８億52百万円に対し、「たな卸資産」の増加９億57百万円があったこと等によるものでありま

す。 

(負債) 

(省略) 

(純資産) 

純資産におきましては、前連結会計年度末に比べ12億15百万円減少し、312億79百万円となりました。これ

は主に、「その他有価証券評価差額金」の減少５億16百万円、「退職給付に係る調整累計額」の減少３億81百

万円、「為替換算調整勘定」の減少２億２百万円があったこと等によるものであります。 

 

＜訂正後＞ 

(資産) 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ、21億84百万円減少し、636億８百万円となりまし

た。これは主に、「受取手形及び売掛金」の減少14億79百万円、「現金及び預金」の減少８億71百万円、「投資

有価証券」の減少８億52百万円に対し、「たな卸資産」の増加９億57百万円があったこと等によるものでありま

す。 

(負債) 

（省略） 

(純資産) 

純資産におきましては、前連結会計年度末に比べ12億５百万円減少し、312億89百万円となりました。これ

は主に、「その他有価証券評価差額金」の減少５億16百万円、「退職給付に係る調整累計額」の減少３億81百

万円、「為替換算調整勘定」の減少２億２百万円があったこと等によるものであります。 
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

＜訂正前＞ 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて９

億71百万円減少し、34億14百万円となりました。 

キャッシュ・フローの概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) 

営業活動の結果により得られた資金は、35億79百万円の収入（前年同期は51億29百万円の収入）とな

りました。これは主に、税金等調整前当期純利益が18億92百万円となり、減価償却費が41億22百万円あ

ったこと、売上債権が12億５百万円減少、たな卸資産が10億69百万円増加、仕入債務が10億45百万円

減少したこと、法人税等の支払が11億58百万円あったこと等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

（省略） 

 

(財務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・フローは、９億29百万円の支出（前年同期は８億45百万円の支出）となりま

した。これは主に、長期借入金を34億２百万円借入し、36億２百万円返済したこと、また配当金を５億35百

万円支払ったこと等によるものであります。 

 

＜訂正後＞ 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて８

億71百万円減少し、35億14百万円となりました。 

キャッシュ・フローの概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) 

営業活動の結果により得られた資金は、36億69百万円の収入（前年同期は51億29百万円の収入）とな

りました。これは主に、税金等調整前当期純利益が18億92百万円となり、減価償却費が41億22百万円あ

ったこと、売上債権が12億５百万円減少、たな卸資産が10億69百万円増加、仕入債務が10億45百万円

減少したこと、法人税等の支払が11億58百万円あったこと等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

（省略） 

 

(財務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・フローは、９億19百万円の支出（前年同期は８億45百万円の支出）となりま

した。これは主に、長期借入金を34億２百万円借入し、36億２百万円返済したこと、また配当金を５億35百

万円支払ったこと等によるものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（連結貸借対照表） 

＜訂正前＞ 

           (単位：百万円) 

          
前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,386 3,414 

  受取手形及び売掛金 12,821 11,342 

  商品及び製品 5,304 6,377 

  仕掛品 2,265 2,281 

  原材料及び貯蔵品 2,413 2,281 

  その他 1,354 1,931 

  貸倒引当金 △56 △15 

  流動資産合計 28,489 27,613 

(省略)   

 資産合計 65,793 63,598 

    

 

負債の部   

（省略） 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,839 9,839 

  資本剰余金 6,080 6,080 

  利益剰余金 14,599 14,554 

  自己株式 △330 △524 

  株主資本合計 30,189 29,950 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,452 1,936 

  為替換算調整勘定 △66 △269 

  退職給付に係る調整累計額 △1,409 △1,790 

  その他の包括利益累計額合計 977 △123 

 新株予約権 94 116 

 非支配株主持分 1,233 1,335 

 純資産合計 32,495 31,279 

負債純資産合計 65,793 63,598 
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＜訂正後＞ 

           (単位：百万円) 

          前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,386 3,514 

  受取手形及び売掛金 12,821 11,342 

  商品及び製品 5,304 6,377 

  仕掛品 2,265 2,281 

  原材料及び貯蔵品 2,413 2,281 

  その他 1,354 1,841 

  貸倒引当金 △56 △15 

  流動資産合計 28,489 27,623 

(省略)   

 資産合計 65,793 63,608 

 

負債の部   

（省略） 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,839 9,839 

  資本剰余金 6,080 6,080 

  利益剰余金 14,599 14,554 

  自己株式 △330 △524 

  株主資本合計 30,189 29,950 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,452 1,936 

  為替換算調整勘定 △66 △269 

  退職給付に係る調整累計額 △1,409 △1,790 

  その他の包括利益累計額合計 977 △123 

 新株予約権 94 116 

 非支配株主持分 1,233 1,345 

 純資産合計 32,495 31,289 

負債純資産合計 65,793 63,608 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

＜訂正前＞ 

 (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 

（省略） 

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配 

株主持分 
純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

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 2,452 △66 △1,409 977 94 1,233 32,495 

当期変動額        

剰余金の配当       △534 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
      490 

自己株式の取得       △194 

連結子会社出資金の

売却による持分の増減 
      － 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△516 △202 △381 △1,100 21 101 △977 

当期変動額合計 △516 △202 △381 △1,100 21 101 △1,215 

当期末残高 1,936 △269 △1,790 △123 116 1,335 31,279 

 

 

＜訂正後＞ 

 (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 

（省略） 

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配 

株主持分 
純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

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 2,452 △66 △1,409 977 94 1,233 32,495 

当期変動額        

剰余金の配当       △534 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
      490 

自己株式の取得       △194 

連結子会社出資金の

売却による持分の増減 
      － 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△516 △202 △381 △1,100 21 111 △967 

当期変動額合計 △516 △202 △381 △1,100 21 111 △1,205 

当期末残高 1,936 △269 △1,790 △123 116 1,345 31,289 
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（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 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 3,227 1,892 

 減価償却費 3,943 4,122 

 減損損失 201 20 

 保険代理店事業譲渡益（△は益） △65 － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △11 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 208 300 

 受取利息及び受取配当金 △183 △192 

 支払利息 182 167 

 為替差損益（△は益） 190 172 

 投資有価証券売却益 － △137 

 固定資産廃棄損 43 44 

 売上債権の増減額（△は増加） △1,232 1,205 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △973 △1,069 

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,227 △1,045 

 その他 △460 △772 

 小計 6,311 4,697 

 利息及び配当金の受取額 183 192 

 利息の支払額 △177 △152 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,188 △1,158 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,129 3,579 

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 △4,374 △3,740 

 無形固定資産の取得による支出 △317 △177 

 有形固定資産の売却による収入 35 68 

 保険代理店事業譲渡による収入 65 － 

 その他 △12 242 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,604 △3,606 

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） 10 109 

 長期借入れによる収入 2,200 3,402 

 長期借入金の返済による支出 △2,931 △3,602 

 自己株式の取得による支出 － △194 

 配当金の支払額 △821 △535 

 非支配株主からの払込みによる収入 820 － 

 非支配株主への配当金の支払額 △10 △9 

 その他 △113 △100 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △845 △929 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △205 △14 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △525 △971 

現金及び現金同等物の期首残高 4,911 4,386 

現金及び現金同等物の期末残高 4,386 3,414 
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＜訂正後＞ 
           (単位：百万円) 
          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 3,227 1,892 

 減価償却費 3,943 4,122 

 減損損失 201 20 

 保険代理店事業譲渡益（△は益） △65 － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △11 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 208 300 

 受取利息及び受取配当金 △183 △192 

 支払利息 182 167 

 為替差損益（△は益） 190 172 

 投資有価証券売却益 － △137 

 固定資産廃棄損 43 44 

 売上債権の増減額（△は増加） △1,232 1,205 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △973 △1,069 

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,227 △1,045 

 その他 △460 △682 

 小計 6,311 4,787 

 利息及び配当金の受取額 183 192 

 利息の支払額 △177 △152 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,188 △1,158 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,129 3,669 

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 △4,374 △3,740 

 無形固定資産の取得による支出 △317 △177 

 有形固定資産の売却による収入 35 68 

 保険代理店事業譲渡による収入 65 － 

 その他 △12 242 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,604 △3,606 

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） 10 109 

 長期借入れによる収入 2,200 3,402 

 長期借入金の返済による支出 △2,931 △3,602 

 自己株式の取得による支出 － △194 

 配当金の支払額 △821 △535 

 非支配株主からの払込みによる収入 820 － 

 非支配株主への配当金の支払額 △10 － 

 その他 △113 △100 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △845 △919 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △205 △14 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △525 △871 

現金及び現金同等物の期首残高 4,911 4,386 

現金及び現金同等物の期末残高 4,386 3,514 
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(会計方針の変更) 

（米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第606号「顧客との契約から生じる収益」の適用） 

(省略) 

 

(追加情報) 

(省略) 

 

(セグメント情報等) 

(セグメント情報) 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自  2019年４月１日  至  2020年３月31日） 

 

＜訂正前＞ 
（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 
(注１) 

合計 
調整額 
(注２) 

連結財務諸表
計上額 
(注３) 

自動車関連
製品事業 

舶用・その他の
製品事業 

計 

売上高        

  外部顧客への売上高 47,340 2,247 49,588 5,293 54,881 － 54,881 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － － 

計 47,340 2,247 49,588 5,293 54,881 － 54,881 

セグメント利益又は 
損失（△） 

2,487 △213 2,273 132 2,406 △577 1,829 

セグメント資産 55,645 1,980 57,625 2,988 60,614 2,984 63,598 

その他の項目        

  減価償却費 4,016 81 4,097 25 4,122 － 4,122 

 減損損失 20 － 20 － 20 － 20 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

4,190 41 4,232 20 4,252 8 4,261 

（省略） 
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＜訂正後＞ 
（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 
(注１) 

合計 
調整額 
(注２) 

連結財務諸表
計上額 
(注３) 

自動車関連
製品事業 

舶用・その他の
製品事業 

計 

売上高        

  外部顧客への売上高 47,340 2,247 49,588 5,293 54,881 － 54,881 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － － 

計 47,340 2,247 49,588 5,293 54,881 － 54,881 

セグメント利益又は 
損失（△） 

2,487 △213 2,273 132 2,406 △577 1,829 

セグメント資産 55,662 1,975 57,638 2,985 60,624 2,984 63,608 

その他の項目        

  減価償却費 4,016 81 4,097 25 4,122 － 4,122 

 減損損失 20 － 20 － 20 － 20 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

4,190 41 4,232 20 4,252 8 4,261 

（省略） 

 

(１株当たり情報) 

 

(省略) 

以 上 
 


