
各位                                        

                                        平成22年 6月14日 

会社名     マ  ッ  ク  ス  株  式  会  社 

代表者名  代表取締役社長CEO    三井田 孝嗣 

                                                               (コード番号 6454 東証第 1部) 

                                                問合せ先   常務取締役上席執行役員 加門 照廣 

                                                                        （TEL 03-3669-0311） 

 

 

（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 4 月 30 日に発表いたしました「平成 22 年３月期決算短信」に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。 

 

                     記 

 

１． 訂正内容 

（１） 投資活動によるキャッシュ・フローの数値に誤りがありましたので、訂正するものです。  

 

（２） 連結財務諸表に関する注記事項の再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額と

の差額に誤りがありましたので、訂正するものです。 

 

（３） 個別貸借対照表上の投資有価証券および関係会社株式の数値に誤りがありましたので、訂正するもの

です。 

 

２． 訂正箇所 

  訂正箇所には、下線   を付して表示しています。 

 

以上 
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○1ページ 

1.22 年 3 月期の連結業績(平成 21 年 4月 1日～平成 22 年 3月 31 日) 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

(訂正前)                                    （単位：百万円） 

 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 

 

22 年 3 月期 

21 年 3 月期 

百万円 

8,011 

6,166 

百万円 

△6,311 

△3,342 

百万円 

△1,987 

△2,296 

百万円 

6,282 

6,533 

 

(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 

 

22 年 3 月期 

21 年 3 月期 

百万円 

8,011 

6,166 

百万円 

△6,307 

△3,342 

百万円 

△1,987 

△2,296 

百万円 

6,282 

6,533 

 

○7 ページ 

連結キャッシュ・フローの状況に関する分析 

連結キャッシュ・フロー計算書 要約  

（訂正前）                                              （単位：百万円） 

区     分 平成 21 年 3月期 平成 22 年 3月期 増減額 

現金・現金同等物期首残高 6,236 6,533 296

営業活動による収支（△）超過額 6,166 8,011 1,844

投資活動による収支（△）超過額 △3,342 △6,311 △2,968

財務活動による収支（△）超過額 △2,296 △1,987 308

現金・現金同等物に係る換算差額等 △230 33 263

 

 

 

 

 現金・現金同等物増減額 296 △250 △547

現金・現金同等物期末残高 6,533 6,282 △250

 

（訂正後）                                              （単位：百万円） 

区     分 平成 21 年 3月期 平成 22 年 3月期 増減額 

現金・現金同等物期首残高 6,236 6,533 296

営業活動による収支（△）超過額 6,166 8,011 1,844

投資活動による収支（△）超過額 △3,342 △6,307 △2,964

財務活動による収支（△）超過額 △2,296 △1,987 308

現金・現金同等物に係る換算差額等 △230 33 263

 

 

 

 

 現金・現金同等物増減額 296 △250 △547

現金・現金同等物期末残高 6,533 6,282 △250

 

○７ページ 

連結キャッシュ・フローの状況に関する分析 

 ② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 （訂正前） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、29 億６千８百万円の支出増加となり、63 億１

千１百万円の支出となりました。主に、有価証券の償還による収入が、前連結会計年度は 37 億７百万円の収入

であったものが、当連結会計年度は 10 億円であったこと、有価証券の取得による支出が、前連結会計年度に比

べ、６億３百万円増加したことなどによります。 

 

（訂正後） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、29 億６千４百万円の支出増加となり、63 億７

百万円の支出となりました。主に、有価証券の償還による収入が、前連結会計年度は 37 億７百万円の収入であ

ったものが、当連結会計年度は 10 億３百万円であったこと、有価証券の取得による支出が、前連結会計年度に

比べ、６億３百万円増加したことなどによります。 
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○18ページ 

(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 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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △5,523 △6,127

 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ

る収入 
3,707 1,000

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
－ △361

 有形固定資産の取得による支出 △1,549 △862

 有形固定資産の売却による収入 8 44

 貸付けによる支出 △129 △178

 貸付金の回収による収入 143 174

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,342 △6,311

 

 

（訂正後）                                     （単位：百万円） 
 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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △5,523 △6,127

 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ

る収入 
3,707 1,003

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
－ △361

 有形固定資産の取得による支出 △1,549 △862

 有形固定資産の売却による収入 8 44

 貸付けによる支出 △129 △178

 貸付金の回収による収入 143 174

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,342 △6,307
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○22ページ 

連結財務諸表に関する注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度(平成21年３月31日) 当連結会計年度(平成22年３月31日) 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額  41,384百万円 (1) 有形固定資産の減価償却累計額  43,123百万円

(2) 非連結子会社及び関連会社に対する、主なもの
は次のとおりであります。 
投資有価証券(株式)               250百万円

(2) 非連結子会社及び関連会社に対する、主なもの
は次のとおりであります。 
投資有価証券(株式)               711百万円

(3) 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日
公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評
価を行ない、当該再評価差額に係る税金相当額
を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
部に計上し、これを控除した金額を「土地再評
価差額金」として純資産の部に計上しておりま
す。 
再評価を行なった年月日    平成14年３月31日
再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年
３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定
める固定資産税評価額に基づき合理的な調整
を行なって算出しております。 

     
再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額 
土    地                  △1,674百万円 
賃貸土地                    △238百万円 
 

(3) 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日
公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評
価を行ない、当該再評価差額に係る税金相当額
を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
部に計上し、これを控除した金額を「土地再評
価差額金」として純資産の部に計上しておりま
す。 
再評価を行なった年月日    平成14年３月31日
再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年
３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定
める固定資産税評価額に基づき合理的な調整
を行なって算出しております。 

     
再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額 
土    地                  △1,414百万円 
賃貸土地                    △148百万円 
 

(4) 受取手形割引高                     百万円 
受取手形割引高                   491 
輸出手形割引高                    56 

(4) 受取手形割引高                     百万円 
受取手形割引高                   518 
輸出手形割引高                    69 

(5) 表示方法の変更 
財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令

（平成 20 年８月７日内閣府令第 50 号）が適用
となることに伴い、前連結会計年度において、
「たな卸資産」として掲記されたものは、当連
結会計年度から「商品及び製品」、「仕掛品」、「原
材料」、に区分して掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含
まれる「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料」、
は、それぞれ 5,349 百万円、733 百万円、1,831
百万円であります。 

 

(5) 表示方法の変更 
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（訂正後） 

前連結会計年度(平成21年３月31日) 当連結会計年度(平成22年３月31日) 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額  41,384百万円 (1) 有形固定資産の減価償却累計額  43,123百万円

(2) 非連結子会社及び関連会社に対する、主なもの
は次のとおりであります。 
投資有価証券(株式)               250百万円

(2) 非連結子会社及び関連会社に対する、主なもの
は次のとおりであります。 
投資有価証券(株式)               711百万円

(3) 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日
公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評
価を行ない、当該再評価差額に係る税金相当額
を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
部に計上し、これを控除した金額を「土地再評
価差額金」として純資産の部に計上しておりま
す。 
再評価を行なった年月日    平成14年３月31日
再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年
３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定
める固定資産税評価額に基づき合理的な調整
を行なって算出しております。 

     
再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額 
土    地                  △1,674百万円 
賃貸土地                    △238百万円 
 

(3) 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日
公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評
価を行ない、当該再評価差額に係る税金相当額
を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の
部に計上し、これを控除した金額を「土地再評
価差額金」として純資産の部に計上しておりま
す。 
再評価を行なった年月日    平成14年３月31日
再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年
３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定
める固定資産税評価額に基づき合理的な調整
を行なって算出しております。 

     
再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額 
土    地                  △1,385百万円 
賃貸土地                    △148百万円 
 

(4) 受取手形割引高                     百万円 
受取手形割引高                   491 
輸出手形割引高                    56 

(4) 受取手形割引高                     百万円 
受取手形割引高                   518 
輸出手形割引高                    69 

(5) 表示方法の変更 
財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令

（平成 20 年８月７日内閣府令第 50 号）が適用
となることに伴い、前連結会計年度において、
「たな卸資産」として掲記されたものは、当連
結会計年度から「商品及び製品」、「仕掛品」、「原
材料」、に区分して掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含
まれる「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料」、
は、それぞれ 5,349 百万円、733 百万円、1,831
百万円であります。 

 

(5) 表示方法の変更 
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○30ページ 

５【個別財務諸表】 

 (1)【貸借対照表】 

（訂正前）                                     （単位：百万円） 
 前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

  投資有価証券 22,952 25,995

  関係会社株式 3,638 4,008

  長期貸付金 10 －

  従業員に対する長期貸付金 910 889

  長期前払費用 90 55

  繰延税金資産 1,934 1,803

  賃貸不動産 1,161 1,161

   減価償却累計額 △255 △267

   賃貸不動産(純額) 905 893

  敷金および保証金 178 166

  長期預金 1,000 －

  その他 1,178 1,029

  貸倒引当金 △4 △9

 投資その他の資産合計 32,795 34,833

 

 

（訂正後）                                     （単位：百万円） 

 前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

  投資有価証券 22,952 25,454

  関係会社株式 3,638 4,549

  長期貸付金 10 －

  従業員に対する長期貸付金 910 889

  長期前払費用 90 55

  繰延税金資産 1,934 1,803

  賃貸不動産 1,161 1,161

   減価償却累計額 △255 △267

   賃貸不動産(純額) 905 893

  敷金および保証金 178 166

  長期預金 1,000 －

  その他 1,178 1,029

  貸倒引当金 △4 △9

 投資その他の資産合計 32,795 34,833
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