
 
平成 26 年６月 20 日 

各      位 

                 会 社 名  株式会社ムロコーポレーション 

                代表者名   代表取締役社長 室  雅文 

                      （ＪＡＳＤＡＱ・コード 7264） 

 問合せ先 

役職・氏名 管理副本部長兼総務人事部長 山口 誉 

                                     電 話     03－3703－4123 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 26 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 26 年５月 14 日に公表いたしました「平成 26 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、

下記のとおり訂正がありましたので、お知らせいたします。また、数値データにつきましても訂正がありまし

たので、訂正後の数値データも送信いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

 (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26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 1,211,658 1,298,298

減価償却費 783,951 965,617

貸倒引当金の増減額（△は減少） △737 △18,085

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,251 △588

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 900 550

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,536 △323,924

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,960 31,443

退職給付に係る負債の増減額 － 260,166

受取利息及び受取配当金 △18,096 △21,137

支払利息 13,683 20,479

為替差損益（△は益） △203,556 △77,165

固定資産除却損 3,064 4,094



有形固定資産売却損益（△は益） 9,504 △2,350

投資有価証券売却損益（△は益） － △57,649

売上債権の増減額（△は増加） 530,209 △216,638

たな卸資産の増減額（△は増加） 38,850 △16,067

仕入債務の増減額（△は減少） △390,839 △172,578

未払金の増減額（△は減少） △54,767 △31,807

未払又は未収消費税等の増減額 △18,507 △4,265

その他 △6,628 △81,373

小計 1,853,862 1,557,018

利息及び配当金の受取額 17,678 16,740

利息の支払額 △13,749 △21,760

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △615,901 △304,404

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,241,888 1,247,594

 

【訂正後】 

 (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26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 1,211,658 1,298,298

減価償却費 783,951 965,617

貸倒引当金の増減額（△は減少） △737 △18,085

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,251 △588

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 900 550

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,536 △323,924

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,960 31,443

退職給付に係る負債の増減額 － 260,166

受取利息及び受取配当金 △18,096 △21,137

支払利息 13,683 20,479

為替差損益（△は益） △203,556 △37,425

固定資産除却損 3,064 4,094

有形固定資産売却損益（△は益） 9,504 △2,350

投資有価証券売却損益（△は益） － △57,649

売上債権の増減額（△は増加） 530,209 △216,638

たな卸資産の増減額（△は増加） 38,850 △16,067

仕入債務の増減額（△は減少） △390,839 △172,578

未払金の増減額（△は減少） △54,767 △31,807



未払又は未収消費税等の増減額 △18,507 △4,265

その他 △6,628 △114,276

小計 1,853,862 1,563,856

利息及び配当金の受取額 17,678 16,740

利息の支払額 △13,749 △21,760

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △615,901 △311,242

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,241,888 1,247,594

 

（セグメント情報等） 

ａ．セグメント情報 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

【訂正前】 

 当連結会計年度（自 平成25年４月１日  至 平成26年３月31日） 

（単位：千円）

 
報告 

セグメント その他 

（注１） 
合計 

調整額 

（注２） 

連結 

財務諸表 

計上額 

（注３） 
 

車輌関連部品

事業 

売上高  

外部顧客への売上高 15,873,760 772,492 16,646,252 - 16,646,252

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
- - - - -

計 15,873,760 772,492 16,646,252 - 16,646,252

セグメント利益 1,723,559 83,834 1,807,394 △680,233 1,127,160

セグメント資産 14,934,026 834,382 15,768,409 1,285,113 17,053,522

その他の項目  

減価償却費 902,891 4,746 907,637 31,047 938,685

有形固定資産、無形固定資産

及び長期前払費用の増加額 
1,497,091 1,612 1,498,705 43,282 1,541,987

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連続ねじ締め機、ねじ 

連綴体及び柑橘類皮むき機等の製造販売の新規事業品等事業であります。 

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

(1)セグメント利益 （単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

全社費用※ △628,019 △680,233

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 



(2)セグメント資産 （単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

全社資産※ 1,405,104 1,285,113

※全社資産は主に当社での余資運用資金（現金及び預金）、投資資金（投資有価証券）、繰延税金 

資産及び管理部門に係る資産等であります。 

(3)その他の項目 （単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

減価償却費※ 11,827 31,047

有形固定資産、無形固定資産及び

長期前払費用の増加額※ 
22,431 43,282

※減価償却費は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

※有形固定資産、無形固定資産及び長期前払費用の増加額は主に当社の管理部門に係る資産であ 

ります。 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

 

【訂正後】 

 当連結会計年度（自 平成25年４月１日  至 平成26年３月31日） 

（単位：千円）

 
報告 

セグメント その他 

（注１） 
合計 

調整額 

（注２） 

連結 

財務諸表 

計上額 

（注３） 
 

車輌関連部品

事業 

売上高  

外部顧客への売上高 15,873,760 772,492 16,646,252 － 16,646,252

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － －

計 15,873,760 772,492 16,646,252 － 16,646,252

セグメント利益 1,642,404 83,834 1,726,238 △599,078 1,127,160

セグメント資産 14,939,449 834,382 15,773,832 1,279,690 17,053,522

その他の項目  

減価償却費 918,262 4,746 923,008 42,608 965,617

有形固定資産、無形固定資産

及び長期前払費用の増加額 
1,502,606 1,612 1,504,219 37,767 1,541,987

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連続ねじ締め機、ねじ 

連綴体及び柑橘類皮むき機等の製造販売の新規事業品等事業であります。 

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 



(1)セグメント利益 （単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

全社費用※ △628,019 △599,078

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(2)セグメント資産 （単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

全社資産※ 1,405,104 1,279,690

※全社資産は主に当社での余資運用資金（現金及び預金）、投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産 

及び管理部門に係る資産等であります。 

(3)その他の項目 （単位：千円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

減価償却費※ 11,827 42,608

有形固定資産、無形固定資産及び長期

前払費用の増加額※ 
22,431 37,767

※減価償却費は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

※有形固定資産、無形固定資産及び長期前払費用の増加額は主に当社の管理部門に係る資産で 

あります。 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

 

ｂ．関連情報 

【訂正前】 

当連結会計年度（自 平成25年４月１日  至 平成26年３月31日） 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：千円）
 

日本 北米 欧州 その他 合計 

13,764,895 2,447,119 150,698 283,538 16,646,252

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

【訂正後】 

当連結会計年度（自 平成25年４月１日  至 平成26年３月31日） 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

（単位：千円）
 

日本 北米 欧州 その他 合計 

13,759,789 2,514,395 187,635 184,431 16,646,252

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 


