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平成 26 年 6 月 25 日 

各 位       
会  社  名  日 本 基 礎 技 術 株 式 会 社 

代 表 者 名   取 締 役 社 長  中  原   巖  

(コ―ド番号    １９１４   東証  第 1 部) 

問合せ先 取締役執行役員 事務管理本部長  田中 邦彦 

( Ｔ Ｅ Ｌ    0 3 － 3 4 7 6 － 5 7 0 1 ) 

 
（訂正・数値データ訂正あり）「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 15 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、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．訂正理由 
 連結財務諸表の「連結包括利益計算書」「連結キャッシュ・フロー計算書」に関連して、記載

に一部誤りがありましたので訂正をおこなうものです。 
 
 
2．訂正箇所 
 
○サマリー情報 
1．平成 26 年 3 月期の連結業績（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 
 (1)連結経営成績 
  (訂正前) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年 3月期 20,563 20.2 134 ― 569 326.8 81 508.4

25年 3月期 17,106 6.3 △376 ― 133 ― 13 ―

（注）包括利益 26 年 3 月期 356 百万円（144.3%） 25 年 3 月期 145 百万円（－％） 

 

  (訂正後) 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年 3月期 20,563 20.2 134 ― 569 326.8 81 508.4

25年 3月期 17,106 6.3 △376 ― 133 ― 13 ―

（注）包括利益 26 年 3 月期 375 百万円（157.2%） 25 年 3 月期 145 百万円（－％） 
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 (3)連結キャッシュ・フローの状況 
  (訂正前) 

 

 
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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

26年 3月期 △2,150 △137 △232 2,531

25年 3月期 557 △192 △141 5,051

 
 (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 

 
百万円 百万円 百万円 百万円

26年 3月期 △2,045 △245 △232 2,531

25年 3月期 557 △192 △141 5,051

 
 
○添付資料 3 ページ 
1．経営成績・財政状態に関する分析 
 （2）財政状態に関する分析 

（キャッシュ・フローの状況） 

  (訂正前) 

      営業活動によるキャッシュ・フローは、21億50百万円の支出(前期は5億57百万円

収入)となりました。これは、仕入債務の支出によるキャッシュ・フローが9億10百

万円収入(前期は8億38百万円支出)しましたが、他方、売上債権の増加によるキャッ

シュ・フローが33億17百万円支出(前期は9億57百万円収入)した他、未成工事支出金

に係るキャッシュ・フローが3億21百万円支出(前期は7億35百万円収入)したこと等

が主な要因です。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、1億37百万円の支出(前期は1億92百万円支

出)となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によるキャッ

シュ・フローが合計で33億2百万円収入(前期は65億52百万円収入)と、有価証券及び

投資有価証券の取得によるキャッシュ・フローが合計で24億81百万円支出（前期は

59億94百万円支出）しましたこと等が主な要因です。 

 

（訂正後） 

     営業活動によるキャッシュ・フローは、20億45百万円の支出(前期は5億57百万円

収入)となりました。これは、仕入債務の増加によるキャッシュ・フローが9億85百

万円収入(前期は8億38百万円支出)しましたが、他方、売上債権の増加によるキャッ

シュ・フローが33億17百万円支出(前期は9億57百万円収入)した他、未成工事支出金

に係るキャッシュ・フローが3億21百万円支出(前期は7億35百万円収入)したこと等

が主な要因です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億45百万円の支出(前期は1億92百万円支

出)となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によるキャッ

シュ・フローが合計で34億53百万円の収入(前期は65億52百万円収入)と、有価証券

及び投資有価証券の取得によるキャッシュ・フローが合計で26億80百万円支出（前

期は59億94百万円支出）しましたこと等が主な要因です。 
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○添付資料 13 ページ 
４．連結財務諸表 
 （2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
   （連結包括利益計算書） 

（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)

少数株主損益調整前当期純利益 13,415 81,623

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 152,503 275,263

土地再評価差額金 － 2,681

為替換算調整勘定 △20,073 18,300

その他の包括利益合計 132,430 296,245

包括利益 145,845 377,869

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 145,845 377,869

少数株主に係る包括利益 － -

 

 

(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)

少数株主損益調整前当期純利益 13,415 81,623

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 152,503 275,263

為替換算調整勘定 △20,073 18,300

その他の包括利益合計 132,430 293,564

包括利益 145,845 375,187

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 145,845 375,187

少数株主に係る包括利益 － -
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○添付資料 10 ページ 
４．連結財務諸表 
 （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 96,936 353,941

減価償却費 385,061 435,495

減損損失 － 119,428

のれん償却額 43,352 43,352

貸倒引当金の増減額（△は減少） △50,944 15,192

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,468 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 2,091

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,000 △21,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 86,109 △110,601

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,700 57,300

受取利息及び受取配当金 △86,829 △110,189

支払利息 7,802 4,739

為替差損益（△は益） △340,444 △173,700

投資有価証券売却損益（△は益） 38,776 △2,542

投資有価証券評価損益（△は益） 2,988 7,824

関係会社株式評価損 7,472 －

複合金融商品売却損益（△は益） － 49,100

複合金融商品評価損益（△は益） △19,108 △9,983

有形固定資産売却損益（△は益） △2,119 △8,117

固定資産除却損 9,456 20,463

売上債権の増減額（△は増加） 957,945 △3,317,483

未成工事支出金の増減額（△は増加） 735,975 △321,450

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,684 △1,567

仕入債務の増減額（△は減少） △838,924 910,291

未成工事受入金の増減額（△は減少） △836,083 46,265

その他 353,587 △11,360

小計 594,926 △2,022,508

法人税等の支払額 △37,070 △127,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 557,855 △2,150,239

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 △2,945,404 △3,331,211

定期預金の払戻による収入 2,727,111 3,784,333

有価証券の取得による支出 △3,500,912 △1,601,801

有価証券の売却及び償還による収入 5,200,000 2,902,468

保険積立金の解約による収入 － 99,995

有形固定資産の取得による支出 △632,094 △1,735,532

有形固定資産の売却による収入 15,195 79,722

無形固定資産の取得による支出 △9,348 －

投資有価証券の取得による支出 △2,493,421 △879,339

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,352,970 400,340

貸付けによる支出 △14,700 △12,570

貸付金の回収による収入 24,085 35,444

利息及び配当金の受取額 83,900 105,593

その他 130 14,967

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,489 △137,589
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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) 

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） 45,090 △54,787

長期借入金の返済による支出 △48,655 △38,326

リース債務の返済による支出 △41,624 △46,746

自己株式の取得による支出 △168 △334

配当金の支払額 △85,711 △86,132

利息の支払額 △10,246 △5,784

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,316 △232,112

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,344 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 226,393 △2,519,940

現金及び現金同等物の期首残高 4,824,894 5,051,287

現金及び現金同等物の期末残高 5,051,287 2,531,346

 
 

（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 96,936 353,941

減価償却費 385,061 471,120

減損損失 － 119,428

のれん償却額 43,352 43,352

貸倒引当金の増減額（△は減少） △50,944 15,192

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,468 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 2,091

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,000 △21,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 86,109 △110,601

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,700 57,300

受取利息及び受取配当金 △86,829 △110,189

支払利息 7,802 4,739

為替差損益（△は益） △340,444 △173,700

投資有価証券売却損益（△は益） 38,776 △2,542

投資有価証券評価損益（△は益） 2,988 7,824

関係会社株式評価損 7,472 －

複合金融商品売却損益（△は益） － 49,100

複合金融商品評価損益（△は益） △19,108 △9,983

有形固定資産売却損益（△は益） △2,119 △8,117

固定資産除却損 9,456 20,463

売上債権の増減額（△は増加） 957,945 △3,317,483

未成工事支出金の増減額（△は増加） 735,975 △321,450

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,684 △1,567

仕入債務の増減額（△は減少） △838,924 985,975

未成工事受入金の増減額（△は減少） △836,083 46,265

その他 353,587 △17,789

小計 594,926 △1,917,629

法人税等の支払額 △37,070 △127,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 557,855 △2,045,360
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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) 

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 △2,945,404 △3,331,211

定期預金の払戻による収入 2,727,111 3,784,333

有価証券の取得による支出 △3,500,912 △1,801,300

有価証券の売却及び償還による収入 5,200,000 3,100,210

保険積立金の解約による収入 － 99,995

有形固定資産の取得による支出 △632,094 △1,794,352

有形固定資産の売却による収入 15,195 79,722

無形固定資産の取得による支出 △9,348 －

投資有価証券の取得による支出 △2,493,421 △879,339

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,352,970 353,200

貸付けによる支出 △14,700 △12,570

貸付金の回収による収入 24,085 35,444

利息及び配当金の受取額 83,900 105,593

その他 130 14,967

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,489 △245,306

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） 45,090 △54,787

長期借入金の返済による支出 △48,655 △38,326

リース債務の返済による支出 △41,624 △46,746

自己株式の取得による支出 △168 △334

配当金の支払額 △85,711 △86,132

利息の支払額 △10,246 △5,784

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,316 △232,112

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,344 2,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 226,393 △2,519,940

現金及び現金同等物の期首残高 4,824,894 5,051,287

現金及び現金同等物の期末残高 5,051,287 2,531,346

 

 

                                     以 上 


