
 

 

 

 
 

2022年 11月14日 

各   位 

会 社 名 本 多 通 信 工 業 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 樫尾 欣司 

 （コード番号 6826 東証プライム） 

問合せ先 取 締 役 水野 修 

 （ T E L  0 3 - 6 8 5 3 - 5 8 0 0 ） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の

一部訂正について 
 
2022年 10月31日に公表しました「2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

内容に一部誤りがありましたので、以下の通り訂正してお知らせします。 

訂正部分には下線を付して表示しています。 
 

１． 訂正の理由 

2023年３月期 第２四半期決算短信発表後の第２四半期報告書作成過程におきまして、記載の内

容に一部訂正が生じましたので、提出済みの第２四半期決算短信を訂正させて頂くものです。なお、

今回の訂正による損益への影響はありません。 
 

２． 訂正の内容 

① 添付資料 ２ページ 

財政状態に関する説明  

（営業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） 
 

＜訂正前＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は４億34百万円（前年同期は２億５百万円の使用した資金）となりました。こ

れは主に四半期純利益の増加および減価償却費によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は１億 10 百万円（前年同期は２億 80 百万円）となりました。これは主に配当

金の支払によるものです。 

 

＜訂正後＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は５億58百万円（前年同期は２億５百万円の使用した資金）となりました。こ

れは主に四半期純利益の増加および減価償却費によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は２億 34 百万円（前年同期は２億 80 百万円）となりました。これは主に配当

金の支払によるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

② 添付資料 ４ページ 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記（１）四半期連結貸借対照表 

＜訂正前＞ 

 

 (単位：百万円)

 前連結会計年度 
(2022年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2022年９月30日) 

純資産の部   
株主資本   

資本金 1,501 1,501 
資本剰余金 1,544 1,549 
利益剰余金 9,228 9,493 
自己株式 △724 △711 

株主資本合計 11,551 11,832 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 △4 △9 
為替換算調整勘定 150 256 

その他の包括利益累計額合計 146 247 

純資産合計 11,697 12,080 

負債純資産合計 16,261 16,921 

 

＜訂正後＞ 

 

 (単位：百万円)

 前連結会計年度 
(2022年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2022年９月30日) 

純資産の部   
株主資本   

資本金 1,501 1,501 
資本剰余金 1,544 1,549 
利益剰余金 9,228 9,357 
自己株式 △724 △711 

株主資本合計 11,551 11,696 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 △4 △9 
為替換算調整勘定 150 392 

その他の包括利益累計額合計 146 383 

純資産合計 11,697 12,080 

負債純資産合計 16,261 16,921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

③ 添付資料 ６ページ 

３． 四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 

 

 (単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 197 579 
減価償却費 235 240 
損害賠償引当金の増減額（△は減少） － 40 
貸倒引当金の増減額（△は減少） － △2 
賞与引当金の増減額（△は減少） 28 21 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14 12 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11 △10 
受取利息及び受取配当金 △3 △2 
支払利息 4 4 
固定資産除売却損益（△は益） △1 2 
売上債権の増減額（△は増加） △320 △144 
棚卸資産の増減額（△は増加） △838 △192 
仕入債務の増減額（△は減少） 471 △5 
未払金の増減額（△は減少） 73 △34 
補助金収入 △51 △0 
統合関連費用 － 142 
その他 △48 31 

小計 △253 681 

利息及び配当金の受取額 3 2 
利息の支払額 △4 △4 
法人税の支払額及び還付額（△は支払） △2 △212 
統合関連費用の支払額 - △32 
補助金の受取額 51 - 

営業活動によるキャッシュ・フロー △205 434 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △38 △38 
定期預金の払戻による収入 38 38 
固定資産の取得による支出 △91 △380 
固定資産の売却による収入 － 0 
その他 0 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △91 △382 

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） － 24 
長期借入れによる収入 － 171 
長期借入金の返済による支出 △59 △126 
配当金の支払額 △161 △153 
リース債務の返済による支出 △59 △25 

財務活動によるキャッシュ・フロー △280 △110 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 46 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △576 △12 

現金及び現金同等物の期首残高 5,938 4,969 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,361 4,957 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

＜訂正後＞ 

 

 (単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 197 579 
減価償却費 235 240 
損害賠償引当金の増減額（△は減少） － 40 
貸倒引当金の増減額（△は減少） － △2 
賞与引当金の増減額（△は減少） 28 21 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14 12 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11 △10 
受取利息及び受取配当金 △3 △2 
支払利息 4 4 
固定資産除売却損益（△は益） △1 2 
売上債権の増減額（△は増加） △320 △144 
棚卸資産の増減額（△は増加） △838 △192 
仕入債務の増減額（△は減少） 471 △5 
未払金の増減額（△は減少） 73 △34 
補助金収入 △51 △0 
統合関連費用 － 142 
その他 △48 155 

小計 △253 806 

利息及び配当金の受取額 3 2 
利息の支払額 △4 △4 
法人税の支払額及び還付額（△は支払） △2 △212 
統合関連費用の支払額 - △32 
補助金の受取額 51 - 

営業活動によるキャッシュ・フロー △205 558 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △38 △38 
定期預金の払戻による収入 38 38 
固定資産の取得による支出 △91 △380 
固定資産の売却による収入 － 0 
その他 0 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △91 △382 

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） － 24 
長期借入れによる収入 － 171 
長期借入金の返済による支出 △59 △126 
配当金の支払額 △161 △278 
リース債務の返済による支出 △59 △25 

財務活動によるキャッシュ・フロー △280 △234 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 46 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △576 △12 

現金及び現金同等物の期首残高 5,938 4,969 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,361 4,957 

 

 

以 上 


