
 2019 年 6月 21日 

各 位 

会 社 名     

代 表 者 名 代表取締役社長  長谷川 博之 

（ コ ー ド 番 号 1 8 4 7  東 証 第 一 部 ） 

問 合 せ 先  財 務 経 理 部 長  湯浅 史朗  

（ T E L .  0 3 － 5 9 3 1 － 5 6 4 2 ） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「2019 年 3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 

 

 

2019 年 5 月 17 日に公表いたしました「2019 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」につい

て、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を送信いたします。なお、訂正箇所には下線を付

して表示しております。 

 

 

記 

 

１．訂正理由 

「2019 年 3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の公表後、貸借対照表及びキャッシュ・フロー計

算書の一部に軽微な誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。 

なお、損益への影響はございません。 

 

２．訂正箇所 

「2019 年 3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」 

■添付資料６ページ  ３．財務諸表及び主な注記（１）貸借対照表 

（訂正前）建物        2,262百万円 

       減価償却累計額  △1,820百万円 

       建物（純額）          442百万円 

（訂正後）建物        2,264百万円 

       減価償却累計額  △1,822百万円 

       建物（純額）          442百万円 

 

■添付資料１４ページ ３．財務諸表及び主な注記（４）キャッシュ・フロー計算書 

  （訂正前）現金及び現金同等物に係る換算差額   ―百万円 

  （訂正後）現金及び現金同等物に係る換算差額  △0百万円 

 

訂正内容の詳細につきましては、別紙のとおりです。 
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〔別紙〕 
添付資料６ページ 
３．財務諸表及び主な注記 
（１）貸借対照表 

【訂正前】  (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2018年３月31日) 

当事業年度 

(2019年３月31日) 

（省略）   

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,112 2,262 

減価償却累計額 △1,798 △1,820 

建物（純額） 314 442 

構築物 203 213 

減価償却累計額 △198 △195 

構築物（純額） 4 18 

車両運搬具 － 6 

減価償却累計額 － △0 

車両運搬具（純額） － 6 

工具器具・備品 266 315 

減価償却累計額 △144 △168 

工具器具・備品（純額） 121 146 

土地 456 1,426 

リース資産 23 23 

減価償却累計額 △9 △13 

リース資産（純額） 13 10 

建設仮勘定 101 46 

有形固定資産合計 1,012 2,096 

（省略）   

   

【訂正後】  (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2018年３月31日) 

当事業年度 

(2019年３月31日) 

（省略）   

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,112 2,264 

減価償却累計額 △1,798 △1,822 

建物（純額） 314 442 

構築物 203 213 

減価償却累計額 △198 △195 

構築物（純額） 4 18 

車両運搬具 － 6 

減価償却累計額 － △0 

車両運搬具（純額） － 6 

工具器具・備品 266 315 

減価償却累計額 △144 △168 

工具器具・備品（純額） 121 146 

土地 456 1,426 

リース資産 23 23 

減価償却累計額 △9 △13 

リース資産（純額） 13 10 

建設仮勘定 101 46 

有形固定資産合計 1,012 2,096 

（省略）   
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添付資料１４ページ 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】  (単位：百万円) 

 

前事業年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当事業年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 4,878 4,570 

減価償却費 120 131 

減損損失 323 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △59 △3 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △4 40 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △19 175 

賞与引当金の増減額（△は減少） △29 3 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 77 71 

受取利息及び受取配当金 △19 △21 

支払利息 40 46 

投資有価証券売却損益（△は益） △3 △3 

固定資産売却損益（△は益） △249 14 

売上債権の増減額（△は増加） 4,942 △9,944 

リース投資資産の増減額（△は増加） － △1,350 

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,601 △443 

仕入債務の増減額（△は減少） △0 3,266 

未収消費税等の増減額（△は増加） 752 △1,673 

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,729 △1,729 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 764 △466 

その他 △1,083 403 

小計 13,763 △6,912 

利息及び配当金の受取額 19 21 

利息の支払額 △42 △46 

法人税等の支払額 △1,440 △1,142 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,299 △8,080 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △119 △1,205 

有形固定資産の売却による収入 750 62 

無形固定資産の取得による支出 △63 △31 

投資有価証券の売却による収入 7 5 

その他 △4 3 

投資活動によるキャッシュ・フロー 570 △1,165 

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） △21 △86 

長期借入れによる収入 936 1,068 

長期借入金の返済による支出 △914 △981 

リース債務の返済による支出 △7 △6 

配当金の支払額 △325 △577 

その他 △2 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △335 △584 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,534 △9,830 

現金及び現金同等物の期首残高 9,058 21,593 

現金及び現金同等物の期末残高 21,593 11,762 
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【訂正後】  (単位：百万円) 

 

前事業年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当事業年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 4,878 4,570 

減価償却費 120 131 

減損損失 323 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △59 △3 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △4 40 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △19 175 

賞与引当金の増減額（△は減少） △29 3 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 77 71 

受取利息及び受取配当金 △19 △21 

支払利息 40 46 

投資有価証券売却損益（△は益） △3 △3 

固定資産売却損益（△は益） △249 14 

売上債権の増減額（△は増加） 4,942 △9,944 

リース投資資産の増減額（△は増加） － △1,350 

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,601 △443 

仕入債務の増減額（△は減少） △0 3,266 

未収消費税等の増減額（△は増加） 752 △1,673 

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,729 △1,729 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 764 △466 

その他 △1,083 403 

小計 13,763 △6,912 

利息及び配当金の受取額 19 21 

利息の支払額 △42 △46 

法人税等の支払額 △1,440 △1,142 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,299 △8,080 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △119 △1,205 

有形固定資産の売却による収入 750 62 

無形固定資産の取得による支出 △63 △31 

投資有価証券の売却による収入 7 5 

その他 △4 3 

投資活動によるキャッシュ・フロー 570 △1,165 

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） △21 △86 

長期借入れによる収入 936 1,068 

長期借入金の返済による支出 △914 △981 

リース債務の返済による支出 △7 △6 

配当金の支払額 △325 △577 

その他 △2 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △335 △584 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,534 △9,830 

現金及び現金同等物の期首残高 9,058 21,593 

現金及び現金同等物の期末残高 21,593 11,762 

 

以 上 
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