
                                          

2023 年 3 月 24 日 

各 位 

会 社 名  日本カーボン株式会社     

代表社名  代表取締役社長 宮下 尚史  

（コード：5302 東証プライム） 

問合せ先  業務統括部長 藤川 浩史   

（TEL. 03-6891-3730）     

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2022 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 2023 年 2 月 10 日付で公表しました「2022 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容につきま

して、一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正さ

せていただきます。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１.訂正の理由 

「2022 年 12 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すべき事項があること

が判明しましたので、これを訂正いたします。 

 

２.訂正の内容 

別紙において、訂正部分には下線を付しております。 

以上 

 

  



                                     

別紙 

 

（サマリー情報） 

1．2022年12月期の連結業績（2022年１月１日～2022年12月31日） 

＜中略＞ 

（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 
2022 年 12 月期 5,807 △1,614 △3,777 18,177 

2021 年 12 月期 7,551 △608 △3,762 17,720 

 

【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 
2022 年 12 月期 5,798 △1,601 △3,777 18,177 

2021 年 12 月期 7,551 △608 △3,762 17,720 

 

＜後略＞ 

 

 

（４ページ） 

 １．経営成績等の概況 

＜中略＞ 

（２）財政状態に関する分析 

＜中略＞ 

④キャッシュ・フローの状況 

＜中略＞ 

【訂正前】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税の支払額 16 億 4 百万円、棚卸資産の増加額 10 億 8 千 3

百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益 52 億 2 千 5 百万円、減価償却費 24 億 8 千 4 百万円、仕

入債務の増加額 15 億 9 百万円等により、58 億 7 百万円の収入となりました。 

 

（投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出 17 億 8 千 7 百万円等により 16

億 1 千 4 百万円の支出となりました。 

＜中略＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  



                                     

 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 2022 年 12 月期 

＜中略＞ 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
137.5 59.5 56.5 129.0 109.8 

 

【訂正後】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税の支払額 16 億 4 百万円、棚卸資産の増加額 10 億 8 千 3

百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益 52 億 2 千 5 百万円、減価償却費 24 億 8 千 4 百万円、仕

入債務の増加額 15 億 9 百万円等により、57 億 9 千 8 百万円の収入となりました。 

 

（投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出 17 億 7 千 5 百万円等により 16

億 1 百万円の支出となりました。 

＜中略＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 2022 年 12 月期 

＜中略＞ 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
137.5 59.5 56.5 129.0 109.7 

 

＜後略＞ 

 

 

（13 ページ） 

 ４．連結財務諸表及び主な注記  

＜中略＞ 

（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 2021 年１月１日 
 至 2021 年 12 月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 2022 年１月１日 

 至 2022 年 12 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 4,431 5,225 

減価償却費 2,385 2,484 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 29 7 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 △36 

工場移転関連費用引当金の増減額（△は減少） △159 － 

受取利息及び受取配当金 △103 △131 

受取保険金 △208 △223 

受取補償金 △366 － 

支払利息 61 52 

持分法による投資損益（△は益） △42 △79 



                                     

投資有価証券売却損益（△は益） △179 △183 

災害損失 － 78 

火災損失 97 － 

固定資産除却損 20 156 

売上債権の増減額（△は増加） △2,302 － 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） － △273 

棚卸資産の増減額（△は増加） 2,050 △1,083 

仕入債務の増減額（△は減少） 535 1,509 

未払費用の増減額（△は減少） △71 63 

未払金の増減額（△は減少） △19 △209 

前受金の増減額（△は減少） 418 248 

未収入金の増減額（△は増加） △90 △205 

その他 △55 △357 

小計 6,434 7,042 

利息及び配当金の受取額 103 88 

利息の支払額 △59 △52 

法人税等の還付額 1,340 29 

法人税等の支払額 △842 △1,604 

保険金の受取額 208 304 

補償金の受取額 366 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,551 5,807 

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 △1,528 △1,787 

無形固定資産の取得による支出 △117 △67 

投資有価証券の取得による支出 △6 △6 

投資有価証券の売却による収入 544 247 

定期預金の増減額（△は増加） 500 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △608 △1,614 

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） △250 △300 

長期借入れによる収入 100 100 

長期借入金の返済による支出 △1,270 △1,275 

自己株式の純増減額（△は増加） △98 △0 

配当金の支払額 △2,206 △2,206 

非支配株主への配当金の支払額 △37 △94 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,762 △3,777 

現金及び現金同等物に係る換算差額 84 40 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,264 456 

現金及び現金同等物の期首残高 14,455 17,720 

現金及び現金同等物の期末残高 17,720 18,177 

 

【訂正後】 

  （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(自 2021 年１月１日 
 至 2021 年 12 月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 2022 年１月１日 

 至 2022 年 12 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 4,431 5,225 

減価償却費 2,385 2,484 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 29 △40 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 △36 

工場移転関連費用引当金の増減額（△は減少） △159 － 

受取利息及び受取配当金 △103 △131 

受取保険金 △208 △223 

受取補償金 △366 － 

支払利息 61 52 

持分法による投資損益（△は益） △42 △79 



                                     

投資有価証券売却損益（△は益） △179 △183 

災害損失 59 78 

火災損失 97 － 

固定資産除却損 20 156 

売上債権の増減額（△は増加） △2,302 － 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） － △273 

棚卸資産の増減額（△は増加） 2,050 △1,083 

仕入債務の増減額（△は減少） 535 1,509 

未払費用の増減額（△は減少） △71 63 

未払金の増減額（△は減少） △19 △209 

前受金の増減額（△は減少） 418 248 

未収入金の増減額（△は増加） △90 △205 

その他 △115 △396 

小計 6,434 6,955 

利息及び配当金の受取額 103 166 

利息の支払額 △59 △52 

法人税等の還付額 1,340 29 

法人税等の支払額 △842 △1,604 

保険金の受取額 208 304 

補償金の受取額 366 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,551 5,798 

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 △1,528 △1,775 

無形固定資産の取得による支出 △117 △67 

投資有価証券の取得による支出 △6 △6 

投資有価証券の売却による収入 544 247 

定期預金の増減額（△は増加） 500 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △608 △1,601 

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） △250 △300 

長期借入れによる収入 100 100 
長期借入金の返済による支出 △1,270 △1,275 
自己株式の純増減額（△は増加） △98 △0 

配当金の支払額 △2,206 △2,206 

非支配株主への配当金の支払額 △37 △94 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,762 △3,777 

現金及び現金同等物に係る換算差額 84 37 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,264 456 

現金及び現金同等物の期首残高 14,455 17,720 

現金及び現金同等物の期末残高 17,720 18,177 

 

＜後略＞ 

 

 

（17 ページ） 

 ４．連結財務諸表及び主な注記 

＜中略＞ 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

＜中略＞ 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

＜中略＞ 



                                     

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 

＜中略＞ 

【訂正前】 

当連結会計年度（自 2022 年１月１日 至 2022 年 12 月 31 日） 

     （単位：百万円） 

 報告セグメント 
調整額 
（注１） 

連結財務諸表 
計上額 
（注２）  

炭素製品 
関連 

炭化けい素
製品関連 

その他 計 

＜中略＞ 

外部顧客への売上高 32,847 2,045 906 35,799   35,799 

＜中略＞ 

その他の項目       

減価償却費 1,839 642 43 2,525 △41 2,484 

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額 

2,707 107 19 2,834 △38 2,796 

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自 2022 年１月１日 至 2022 年 12 月 31 日） 

     （単位：百万円） 

 報告セグメント 
調整額 
（注１） 

連結財務諸表 
計上額 
（注２）  

炭素製品 
関連 

炭化けい素
製品関連 

その他 計 

＜中略＞ 

外部顧客への売上高 32,847 2,045 906 35,799 － 35,799 

＜中略＞ 

その他の項目       

減価償却費 1,838 642 44 2,526 △41 2,484 

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額 

2,472 29 0 2,502 △38 2,463 

 

＜後略＞ 

 

以 上 


