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2020年 7月 31日 

株式会社日立製作所 

執行役社長兼CEO 東原 敏昭 

(コード番号：6501) 

(上場取引所：東･名) 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「2021年 3月期 第 1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」 

 

株式会社日立製作所は、2020年 7月 30日 16時に発表しました「2021年 3月期 第１四半期決算短信

〔IFRS〕(連結)」について、下記の通り一部訂正がありましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．訂正理由 

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の一部に誤りがあることが判明したため、これを訂正するものです。

なお、損益への影響はありません。 

 

２．訂正箇所 

以下に記載の下線部分を訂正 

「2021年 3月期 第 1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」 

2021年 3月期 第 1四半期 連結決算 6ページ  要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

2021年 3月期 自 2020年 4月 1日 至 2020年 6月 30日 

（訂正前）  

営業活動に関するキャッシュ・フロー その他 

小計 

利息の受取 

営業活動に関するキャッシュ・フロー 

9,165百万円 

205,154百万円 

△2,724百万円 

153,796百万円 

 

(訂正後) 

営業活動に関するキャッシュ・フロー その他 

小計 

利息の受取 

営業活動に関するキャッシュ・フロー 

3,168百万円 

199,157百万円 

3,273百万円 

153,796百万円
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前年同期比 

（訂正前）  

営業活動に関するキャッシュ・フロー その他 

小計 

利息の受取 

営業活動に関するキャッシュ・フロー 

△5,732百万円 

49,616百万円 

△10,607百万円 

74,935百万円 

 

(訂正後) 

営業活動に関するキャッシュ・フロー その他 

小計 

利息の受取 

営業活動に関するキャッシュ・フロー 

△11,729百万円 

43,619百万円 

△4,610百万円 

74,935百万円

 

 

訂正内容の詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

■お問い合わせ先  

[報道関係] 

株式会社日立製作所 ブランド・コミュニケーション本部 広報部 

03-5208-9324 (直通) 

[IR関係] 

株式会社日立製作所 インベスター・リレーションズ 

03-5208-9323 (直通) 

 

以 上 

 

 



 

（別紙） 

2021年3月期第1四半期 連結決算 6ページ 

要 約 四 半 期 連 結 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー 計 算 書 

【訂正前】下線部分を訂正 

  （単位：百万円） 

項   目 

第1四半期 

2020年3月期 

自 2019年4月 1日 

至 2019年6月30日 

2021年3月期 

自 2020年4月 1日 

至 2020年6月30日 

前 年 

同期比 

営業活動に関するキャッシュ・フロー    

四半期利益 140,237 226,491 86,254 

四半期利益から営業活動に関する 

キャッシュ・フローへの調整 
   

減価償却費及び無形資産償却費 103,477 98,449 △5,028 

減損損失 388 338 △50 

法人所得税費用 41,226 112,881 71,655 

持分法による投資損益 △17,075 △11,537 5,538 

金融収益及び金融費用 △1,217 △1,418 △201 

事業再編等損益 △24,602 △281,651 △257,049 

固定資産売却等損益 △2,136 △2,857 △721 

売上債権及び契約資産の増減（△は増加） 307,038 422,176 115,138 

棚卸資産の増減（△は増加） △156,093 △128,435 27,658 

買入債務の増減（△は減少） △89,574 △115,321 △25,747 

未払費用の増減（△は減少） △141,486 △119,227 22,259 

退職給付に係る負債の増減（△は減少） △19,542 △3,900 15,642 

その他 14,897 9,165 △5,732 

小計 155,538 205,154 49,616 

利息の受取 7,883 △2,724 △10,607 

配当金の受取 2,235 5,585 3,350 

利息の支払 △5,544 △4,429 1,115 

法人所得税の支払 △81,251 △49,790 31,461 

営業活動に関するキャッシュ・フロー 78,861 153,796 74,935 

投資活動に関するキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得 △79,003 △53,135 25,868 

無形資産の取得 △18,873 △19,852 △979 

有形固定資産及び無形資産の売却 5,839 10,900 5,061 

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び 

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 
△44,172 △23,617 20,555 

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び 

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 
37,371 433,629 396,258 

その他 △6,277 9,532 15,809 

投資活動に関するキャッシュ・フロー △105,115 357,457 462,572 

フリー・キャッシュ・フロー △26,254 511,253 537,507 

財務活動に関するキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減 215,770 1,044,031 828,261 

長期借入債務による調達 25,161 5,011 △20,150 

長期借入債務の償還 △101,867 △33,156 68,711 

非支配持分からの払込み 2,603 － △2,603 

配当金の支払 △48,328 △48,367 △39 

非支配持分株主への配当金の支払 △20,449 △12,096 8,353 

自己株式の取得 △28 △15 13 

自己株式の売却 131 262 131 

非支配持分株主からの子会社持分取得 △56 △428,972 △428,916 

その他 － △17 △17 

財務活動に関するキャッシュ・フロー 72,937 526,681 453,744 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △20,710 818 21,528 

現金及び現金同等物の増減 25,973 1,038,752 1,012,779 

現金及び現金同等物の期首残高 807,593 812,331 4,738 

現金及び現金同等物の四半期末残高 833,566 1,851,083 1,017,517 

－ 6 － 



 

要 約 四 半 期 連 結 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー 計 算 書 

【訂正後】下線部分を訂正 

  （単位：百万円） 

項   目 

第1四半期 

2020年3月期 

自 2019年4月 1日 

至 2019年6月30日 

2021年3月期 

自 2020年4月 1日 

至 2020年6月30日 

前 年 

同期比 

営業活動に関するキャッシュ・フロー    

四半期利益 140,237 226,491 86,254 

四半期利益から営業活動に関する 

キャッシュ・フローへの調整 
   

減価償却費及び無形資産償却費 103,477 98,449 △5,028 

減損損失 388 338 △50 

法人所得税費用 41,226 112,881 71,655 

持分法による投資損益 △17,075 △11,537 5,538 

金融収益及び金融費用 △1,217 △1,418 △201 

事業再編等損益 △24,602 △281,651 △257,049 

固定資産売却等損益 △2,136 △2,857 △721 

売上債権及び契約資産の増減（△は増加） 307,038 422,176 115,138 

棚卸資産の増減（△は増加） △156,093 △128,435 27,658 

買入債務の増減（△は減少） △89,574 △115,321 △25,747 

未払費用の増減（△は減少） △141,486 △119,227 22,259 

退職給付に係る負債の増減（△は減少） △19,542 △3,900 15,642 

その他 14,897 3,168 △11,729 

小計 155,538 199,157 43,619 

利息の受取 7,883 3,273 △4,610 

配当金の受取 2,235 5,585 3,350 

利息の支払 △5,544 △4,429 1,115 

法人所得税の支払 △81,251 △49,790 31,461 

営業活動に関するキャッシュ・フロー 78,861 153,796 74,935 

投資活動に関するキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得 △79,003 △53,135 25,868 

無形資産の取得 △18,873 △19,852 △979 

有形固定資産及び無形資産の売却 5,839 10,900 5,061 

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び 

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 
△44,172 △23,617 20,555 

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び 

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 
37,371 433,629 396,258 

その他 △6,277 9,532 15,809 

投資活動に関するキャッシュ・フロー △105,115 357,457 462,572 

フリー・キャッシュ・フロー △26,254 511,253 537,507 

財務活動に関するキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減 215,770 1,044,031 828,261 

長期借入債務による調達 25,161 5,011 △20,150 

長期借入債務の償還 △101,867 △33,156 68,711 

非支配持分からの払込み 2,603 － △2,603 

配当金の支払 △48,328 △48,367 △39 

非支配持分株主への配当金の支払 △20,449 △12,096 8,353 

自己株式の取得 △28 △15 13 

自己株式の売却 131 262 131 

非支配持分株主からの子会社持分取得 △56 △428,972 △428,916 

その他 － △17 △17 

財務活動に関するキャッシュ・フロー 72,937 526,681 453,744 

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △20,710 818 21,528 

現金及び現金同等物の増減 25,973 1,038,752 1,012,779 

現金及び現金同等物の期首残高 807,593 812,331 4,738 

現金及び現金同等物の四半期末残高 833,566 1,851,083 1,017,517 

 

－ 6 － 


