
2022年６月24日

各  位

会 社 名 昭和電線ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長  長谷川 隆代

（コード番号 5805 東証プライム）
問 合 せ 先 常務執行役員 経営戦略企画部長 小又 哲夫

（TEL．044－223－0520）

（訂正・数値データ訂正）

「2022 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ

当社は、2022 年５月12 日に開示いたしました「2022 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

において、記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。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。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

１． 訂正の理由

「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後に、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

添付資料（21ページ）

５．連結財務諸表及び主な注記

（４）連結キャッシュ・フロー計算書



添付資料（21ページ）

【訂正前】

５．連結財務諸表及び主な注記

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022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 6,730 11,312
減価償却費 3,183 3,345
減損損失 725 10
投資有価証券売却損益（△は益） △24 △41
貸倒引当金の増減額（△は減少） △260 728
工事損失引当金の増減額（△は減少） △5 △0
製品改修費用引当金の増減額（△は減少） △114 △99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 29 59
特別退職金 291 －
受取利息及び受取配当金 △164 △175
支払利息 398 363
為替差損益（△は益） 52 278
事業構造改善費用 93 872
雇用調整助成金 △211 △55
固定資産売却損益（△は益） 51 △2,266
持分法による投資損益（△は益） △248 △484
売上債権の増減額（△は増加） △2,651 △8,853
棚卸資産の増減額（△は増加） 183 △4,899
仕入債務の増減額（△は減少） 3,857 3,860
その他の流動資産の増減額（△は増加） △795 △731
その他の流動負債の増減額（△は減少） 783 △459
その他 406 △500

小計 12,311 2,260

利息及び配当金の受取額 186 239
利息の支払額 △400 △366
事業構造改善費用の支払額 △93 △453
特別退職金の支払額 △184 －
雇用調整助成金の収入額 203 55
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,140 △1,306

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,882 428

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △254 △254
投資有価証券の売却による収入 86 118
有形固定資産の取得による支出 △3,253 △4,565
有形固定資産の売却による収入 316 3,495
無形固定資産の取得による支出 △263 △302
短期貸付金の増減額（△は増加） △1 △12
その他 10 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,358 △1,519

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） △4,685 1,375
長期借入れによる収入 6,890 6,523
長期借入金の返済による支出 △6,880 △6,805
社債の償還による支出 △60 △60
自己株式の取得による支出 △0 △1
配当金の支払額 △447 △596
その他 △476 △370

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,661 64

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139 △807

現金及び現金同等物の期首残高 4,225 4,086

現金及び現金同等物の期末残高 4,086 3,279



【訂正後】

５．連結財務諸表及び主な注記

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022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 6,730 11,312
減価償却費 3,183 3,345
減損損失 725 －
投資有価証券売却損益（△は益） △24 △41
貸倒引当金の増減額（△は減少） △260 728
工事損失引当金の増減額（△は減少） △5 △0
製品改修費用引当金の増減額（△は減少） △114 △99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 29 59
特別退職金 291 －
受取利息及び受取配当金 △164 △175
支払利息 398 363
為替差損益（△は益） 52 278
事業構造改善費用 93 879
雇用調整助成金 △211 △55
固定資産売却損益（△は益） 51 △2,266
持分法による投資損益（△は益） △248 △484
売上債権の増減額（△は増加） △2,651 △8,853
棚卸資産の増減額（△は増加） 183 △4,899
仕入債務の増減額（△は減少） 3,857 3,860
その他の流動資産の増減額（△は増加） △795 △731
その他の流動負債の増減額（△は減少） 783 △459
その他 406 △496

小計 12,311 2,260

利息及び配当金の受取額 186 239
利息の支払額 △400 △366
事業構造改善費用の支払額 △93 △453
特別退職金の支払額 △184 －
雇用調整助成金の収入額 203 55
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,140 △1,306

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,882 428

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △254 △254
投資有価証券の売却による収入 86 118
有形固定資産の取得による支出 △3,253 △4,565
有形固定資産の売却による収入 316 3,495
無形固定資産の取得による支出 △263 △302
短期貸付金の増減額（△は増加） △1 △12
その他 10 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,358 △1,519

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） △4,685 1,375
長期借入れによる収入 6,890 6,523
長期借入金の返済による支出 △6,880 △6,805
社債の償還による支出 △60 △60
自己株式の取得による支出 △0 △1
配当金の支払額 △447 △596
その他 △476 △370

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,661 64

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139 △807

現金及び現金同等物の期首残高 4,225 4,086

現金及び現金同等物の期末残高 4,086 3,279

以 上


