
                              平成 19 年６月 26 日 

各 位 

会 社 名 みらかホールディングス株式会社 

代表者名 取締役 代表執行役社長 鈴木 博正 

（コード番号 4544 東証第一部） 

問合せ先責任者  取締役 執行役 工藤 志郎 

（TEL （０３）５９０９‐３３３７） 
 

（訂正）「平成 19 年３月期 決算短信」の一部訂正について 
 

平成 19 年５月 11 日に公表いたしました「平成 19 年３月期 決算短信」につきまして、一部訂正を要する箇所

がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正部分につきましては、下線を付しております。 

また、数値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。 
 
１ページ 

１．平成 19 年３月期の連結業績（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

19 年３月期 11,788 △10,336 △5,531 21,286

18 年３月期 15,961 △5,088 △5,614 25,352

 

【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

19 年３月期 12,733 △11,281 △5,531 21,286

18 年３月期 15,961 △5,088 △5,614 25,352

 

４ページ 

１．経営成績（2）財政状態に関する分析 

【訂正前】 

（前略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、11,788 百万円（前年同期比 26.1％減）となりまし

た。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が 14,377 百万円、非資金支出項目である減価償却費が 8,564 百

万円あった一方、退職給付引当金の減少が 2,020 百万円、たな卸資産の増加が 906 百万円及び法人税等の支払が

6,902 百万円あったためであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、10,336 百万円（前年同期比 103.1％増）となりまし

た。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出 6,549 百万円、無形固定資産の取得による支出 3,637 百万

円及び子会社株式の取得による支出 1,386 百万円があったためであります。 

（中略） 

キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

自己資本比率            （％） 40.2 61.4 67.3 

時価ベースの自己資本比率      （％） 63.6 117.1 122.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （％） 254.6 67.7 61.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ  （倍） 48.1 116.6 104.9

（後略） 

 

【訂正後】 

（前略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、12,733 百万円（前年同期比 20.2％減）となりまし

た。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が 14,377 百万円、非資金支出項目である減価償却費が 8,564 百

万円あった一方、退職給付引当金の減少が 1,181 百万円、たな卸資産の増加が 906 百万円及び法人税等の支払が

6,902 百万円あったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、11,281 百万円（前年同期比 121.6％増）となりまし

た。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出 6,549 百万円、無形固定資産の取得による支出 3,637 百万

円及び子会社株式の取得による支出 1,386 百万円があったためであります。 

（中略） 

キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

自己資本比率            （％） 40.2 61.4 67.3 

時価ベースの自己資本比率      （％） 63.6 117.1 122.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （％） 254.6 67.7 57.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ  （倍） 48.1 116.6 113.3

（後略） 
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16 ページ 

４．連結財務諸表（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

  前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

（前略） 

 退職給付引当金の増減額（△は減少額）  23 △2,020

（中略） 

 その他  474 △7

小計  22,866 18,636

（中略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  15,961 11,788

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

（中略） 

その他固定負債の増減額（△は減少額）  － 1,006

その他  34 230

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,088 △10,336

（後略） 

 

【訂正後】 

  前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

（前略） 

 退職給付引当金の増減額（△は減少額）  23 △1,181

（中略） 

 その他  474 98

小計  22,866 19,581

（中略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  15,961 12,733

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

（中略） 

その他  34 292

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,088 △11,281

（後略） 

 3 



25 ページ 

表示方法の変更 

【訂正前】 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

（中略） 

４．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他流

動負債の増減額」は、当連結会計年度において金額

的重要性が乏しくなったため「その他」に含めてお

ります。  

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「その他流動負債の増加額」は32百万円でありま

す。 （省略） 

５．投資活動によるキャッシュ・フローの「その他固

定負債の増減額」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「その他固定負債の減少額」は21百万円であります。

 

【訂正後】 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

（中略） 

（省略） 

４．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他流

動負債の増減額」は、当連結会計年度において金額

的重要性が乏しくなったため「その他」に含めてお

ります。  

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「その他流動負債の増加額」は138百万円であり

ます。 
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