
平成 22 年 5 月 28 日 

各  位 
                                           会 社 名 MUTOH ホールディングス株式会社 
                     代表者名  代表取締役社長     早川 信正 

 （コード番号 ７９９９ 東証第 1 部） 
   問合せ先   経営管理本部 部長 阿部 利彦 
         （TEL．０３－５７４０－８７００） 

 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について 

 
 平成 22 年 5 月 14 日に発表いたしました「平成 22 年 3 月期 決算短信」の記載内容に一部誤りが

ありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 
記 

 
【訂正箇所】 
４ページ １．経営成績 
（２）財務状態に関する分析 
 ＜当連結会計年度末のキャッシュ・フローの状況＞ 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
【訂正前】 

   法人税等の支払１億 40 百万円、その他流動資産の増加１億 10 百万円等の資金減少要因

はあったものの、～後略～ 
 
【訂正後】 
  法人税等の支払１億 62 百万円、その他流動資産の増加 88 百万円等の資金減少要因はあ

ったものの、～後略～ 
 

 
 
 
 
 



１３ページ ４．連結財務諸表 

【訂正前】 

（２）連結損益計算書 
（単位：千円）

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

 固定資産廃棄損 ※5 15,182 ※5 1,586 

 投資有価証券評価損 51,289 749 

 過年度退職給付費用 87,536  － 

 たな卸資産評価損 24,644 － 

 減損損失 － ※7 18,115 

 早期割増退職金 50,598 1,784 

 事業撤退損 － 7,800 

 その他 4,721 2,177 

 特別損失合計 233,972 32,213 

税金等調整前当期純利益 1,176,855 418,860

法人税、住民税及び事業税 411,300 197,215

法人税等調整額 150,137 △31,801

法人税等合計 561,437 165,414

少数株主利益 11,257 35,486

当期純利益 604,160 217,959

    

 
【訂正後】 
（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

 固定資産廃棄損 ※5 15,182 ※5 1,586 

 投資有価証券評価損 51,289 749 

 過年度退職給付費用 87,536 － 

 たな卸資産評価損 24,644 － 

 減損損失 － ※7 18,115 

 早期割増退職金 50,598 1,784 

 事業撤退損 － 7,800 

 その他 4,721 2,177 

 特別損失合計 233,972 32,213 

税金等調整前当期純利益 1,176,855 418,860

法人税、住民税及び事業税 411,300 218,951

法人税等調整額 150,137 △53,537

法人税等合計 561,437 165,414

少数株主利益 11,257 35,486

当期純利益 604,160 217,959

    

 



１６ページ ４．連結財務諸表 

【訂正前】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,176,855  418,860 

 減価償却費 531,583  511,432 

 固定資産処分損益（△は益） 14,654  △1,067 

 長期前払費用償却額 4,166  3,663 

 減損損失 －  18,115 

 のれん償却額 －  79,289 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,158  47,134 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △46,141  △30,697 

 製品保証引当金の増減額（△は減少） 33,527  △14,331 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 289,457  230,165 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,477  4,640 

 為替差損益（△は益） 228,480  69,884 

 受取利息及び受取配当金 △60,275  △30,962 

 支払利息 24,733  22,090 

 投資有価証券売却損益（△は益） △3,673  △211 

 投資有価証券評価損益（△は益） 51,289  749 

 売上債権の増減額（△は増加） 1,251,733  △44,198 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 24,592  1,131,591 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 455,902  △110,710 

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 7,461  200 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,359,785  553,084 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △267,186  △69,442 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 5,307  9,272 

 小計 2,403,317  2,798,552 

 利息及び配当金の受取額 57,708  30,908 

 利息の支払額 △24,290  △22,091 

 法人税等の支払額 △1,328,609  △140,326 

 法人税等の還付額 －  312,088 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,108,125  2,979,131 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,176,855  418,860 

 減価償却費 531,583  511,432 

 固定資産処分損益（△は益） 14,654  △1,067 

 長期前払費用償却額 4,166  3,663 

 減損損失 －  18,115 

 のれん償却額 －  79,289 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,158  47,134 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △46,141  △30,697 

 製品保証引当金の増減額（△は減少） 33,527  △14,331 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 289,457  230,165 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,477  4,640 

 為替差損益（△は益） 228,480  69,884 

 受取利息及び受取配当金 △60,275  △30,962 

 支払利息 24,733  22,090 

 投資有価証券売却損益（△は益） △3,673  △211 

 投資有価証券評価損益（△は益） 51,289  749 

 売上債権の増減額（△は増加） 1,251,733  △44,198 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 24,592  1,131,591 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 455,902  △88,974 

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 7,461  200 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,359,785  553,084 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △267,186  △69,442 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 5,307  9,272 

 小計 2,403,317  2,820,288 

 利息及び配当金の受取額 57,708  30,908 

 利息の支払額 △24,290  △22,091 

 法人税等の支払額 △1,328,609  △162,062 

 法人税等の還付額 －  312,088 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,108,125  2,979,131 

    

 
 以上 


