
平成18年6月8日 
 

各 位 
 

会 社 名 前田道路株式会社 
代 表 者 名 代表取締役社長 岡部 正嗣 
コード番号 １８８３ 東証第一部 
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 高橋 宏二 

 （TEL 03-5487-0011） 

 

（訂正）「平成 18 年3 月期決算短信（連結）」の一部訂正について 

 
 平成18年5月18日に発表いたしました「平成18年3月期決算短信（連結）」に一部訂正がありまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
【訂正箇所】 
 
  ４．連結財務諸表 
 
     連結財務諸表 

    ④連結キャッシュ・フロー計算書 
     Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   １２ページ 

 
     税効果会計関係                ２３ページ 
 
 ※訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。 
 

以上 
 
 

 



【訂正前】

  　④　連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
 至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
 至　平成18年３月31日)

比較増減

区分 注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　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 5,346 5,645 299 

　　　減価償却費 5,354 5,292 △62 

　　　貸倒引当金の増加・減少(△)額 △148 △33 115 

　　　賞与引当金の増加・減少(△)額 △100 52 153 

　　　完成工事補償引当金の増加・減少(△)額 △1 2 4 

　　　工事損失引当金の増加・減少(△)額 68 △40 △108 

　　　退職給付引当金の増加・減少(△)額 △371 △479 △107 

　　　役員退職慰労引当金の増加・減少(△)額 △173 70 244 

　　　受取利息及び受取配当金 △211 △200 11 

　　　為替差損・益(△) △7 △90 △82 

　　　投資有価証券等評価損 78 21 △57 

　　　持分法による投資損益 △16 △5 10 

　　　有形固定資産売却益 △240 △6 234 

　　　有形固定資産除却損 410 375 △35 

　　　減損損失 ― 31 31 

　　　収用補償金 ― △120 △120 

　　　投資不動産売却損 ― 67 67 

　　　関係会社株式売却損益 △456 ― 456 

　　　関係会社清算損 28 ― △28 

　　　売上債権の減少・増加(△)額 3,092 △2,948 △6,041 

　　　未成工事支出金等の減少・増加(△)額 △329 182 512 

　　　仕入債務の増加・減少(△)額 △1,580 1,411 2,991 

　　　未成工事受入金の増加・減少(△)額 △802 1,222 2,025 

　　　前受金の増加・減少(△)額 △193 △77 116 

　　　役員賞与の支払額 △93 △91 2 

　　　その他 △307 △346 △38 

　　　　小計 9,342 9,936 594 

　　　利息及び配当金の受取額 211 194 △17 

　　　法人税等の支払額 △2,230 △1,934 296 

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 7,323 8,196 873 

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有価証券の取得による支出 △19,591 △14,093 5,498 

　　　有価証券の売却等による収入 23,792 14,093 △9,698 

　　　金銭債権信託受益権の取得による支出 △25,656 △18,608 7,047 

　　　金銭債権信託受益権の売却等による収入 21,849 19,605 △2,244 

　　　有形固定資産の取得による支出 △11,468 △6,169 5,298 

　　　有形固定資産の売却による収入 222  13  △209 

　　　投資有価証券の取得による支出 △379 △2,307 △1,927 

　　　投資有価証券の売却等による収入 786 2,240 1,454 

　　　貸付けによる支出 △257 △92 165 

　　　貸付金の回収による収入 60 270 210 

　　　その他 146  △127  △274 

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △10,496 △5,175 5,321 

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　自己株式の取得・売却による純支出 △1,904 △16 1,887 

　　　連結子会社の自己株式取得による支出 △39 △120 △80 

　　　配当金の支払額 △1,255 △1,221 34 

　　　その他 △3 △2 1 

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △3,203 △1,361 1,842 

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 7 73 65 

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △6,368 1,733 8,102 

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 19,914 13,546 △6,368 

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 13,546 15,279 1,733 



【訂正後】

  　④　連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
 至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
 至　平成18年３月31日)

比較増減

区分 注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　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 5,346 5,645 299 

　　　減価償却費 5,354 5,292 △62 

　　　貸倒引当金の増加・減少(△)額 △148 △33 115 

　　　賞与引当金の増加・減少(△)額 △100 52 153 

　　　完成工事補償引当金の増加・減少(△)額 △1 2 4 

　　　工事損失引当金の増加・減少(△)額 68 △40 △108 

　　　退職給付引当金の増加・減少(△)額 △371 △479 △107 

　　　役員退職慰労引当金の増加・減少(△)額 △173 70 244 

　　　受取利息及び受取配当金 △211 △200 11 

　　　為替差損・益(△) △7 △90 △82 

　　　投資有価証券等評価損 78 21 △57 

　　　持分法による投資損益 △16 △5 10 

　　　有形固定資産売却益 △240 △6 234 

　　　有形固定資産除却損 410 375 △35 

　　　減損損失 ― 31 31 

　　　収用補償金 ― △120 △120 

　　　投資不動産売却損 ― 67 67 

　　　関係会社株式売却損益 △456 ― 456 

　　　関係会社清算損 28 ― △28 

　　　売上債権の減少・増加(△)額 3,092 △2,948 △6,041 

　　　未成工事支出金等の減少・増加(△)額 △329 182 512 

　　　仕入債務の増加・減少(△)額 △1,580 1,411 2,991 

　　　未成工事受入金の増加・減少(△)額 △802 1,222 2,025 

　　　前受金の増加・減少(△)額 △193 △77 116 

　　　役員賞与の支払額 △93 △91 2 

　　　その他 △307 △346 △38 

　　　　小計 9,342 9,936 594 

　　　利息及び配当金の受取額 211 194 △17 

　　　法人税等の支払額 △2,230 △1,934 296 

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 7,323 8,196 873 

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有価証券の取得による支出 △19,591 △14,093 5,498 

　　　有価証券の売却等による収入 23,792 14,093 △9,698 

　　　金銭債権信託受益権の取得による支出 △25,656 △18,608 7,047 

　　　金銭債権信託受益権の売却等による収入 21,849 19,605 △2,244 

　　　有形固定資産の取得による支出 △11,468 △6,169 5,298 

　　　有形固定資産の売却による収入 222  68  △154 

　　　投資有価証券の取得による支出 △379 △2,307 △1,927 

　　　投資有価証券の売却等による収入 786 2,240 1,454 

　　　貸付けによる支出 △257 △92 165 

　　　貸付金の回収による収入 60 270 210 

　　　その他 146  △182  △328 

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △10,496 △5,175 5,321 

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　自己株式の取得・売却による純支出 △1,904 △16 1,887 

　　　連結子会社の自己株式取得による支出 △39 △120 △80 

　　　配当金の支払額 △1,255 △1,221 34 

　　　その他 △3 △2 1 

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △3,203 △1,361 1,842 

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 7 73 65 

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △6,368 1,733 8,102 

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 19,914 13,546 △6,368 

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 13,546 15,279 1,733 



【訂正前】【訂正前】

  　④　連結キャッシュ・フロー計算書  税効果会計関係

繰延税金資産 繰延税金資産
　未払事業税否認 165百万円 　未払事業税否認 191百万円
　貸倒引当金損金算入限度超過額 102　　　 　貸倒引当金損金算入限度超過額 88　　　
　賞与引当金否認 1,060　　　 　賞与引当金否認 1,071　　　
　貸倒損失否認 310　　　 　貸倒損失否認 252　　　
　退職給付引当金
　損金算入限度超過額

2,566　　　 　退職給付引当金
　損金算入限度超過額

2,446　　　

　役員退職慰労引当金否認 144　　　 　役員退職慰労引当金否認 171　　　
　投資不動産評価損否認 219　　　 　投資不動産評価損否認 113　　　
　その他 276　　　 　その他 314　　　
繰延税金資産合計 4,844　　　 繰延税金資産合計 4,650　　　

繰延税金負債 繰延税金負債
　資産評価差益 △127　　　 　資産評価差益 △127　　　
　特別償却準備金 △228　　　 　特別償却準備金 △183　　　
　固定資産圧縮積立金 △312　　　 　固定資産圧縮積立金 △310　　　
　その他有価証券評価差額金 △1,386　　　 　その他有価証券評価差額金 △2,080　　　
繰延税金負債合計 △2,055　　　 繰延税金負債合計 △2,072　　　
繰延税金資産の純額 2,788　　　 繰延税金資産の純額 1,947　　　

　法定実効税率 40.3％　　 　法定実効税率 40.3％　　

　(調整) 　(調整)
　交際費等永久に損金に
　算入されない項目

2.6　　　 　交際費等永久に損金に
　算入されない項目

3.7　　　

　受取配当金等永久に益金に
　算入されない項目

△0.8　　　 　受取配当金等永久に益金に
　算入されない項目

△0.7　　　

　住民税均等割等 2.4　　　 　住民税均等割等 2.3　　　

　その他 2.5　　　 　その他 △2.0　　　
　　税効果会計適用後の法人税等の
　　負担率

47.0　　　 　　税効果会計適用後の法人税等の
　　負担率

43.6　　　

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
　の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
　率との差異の原因となった主な項目別の内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
　の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
　率との差異の原因となった主な項目別の内訳



【訂正前】【訂正後】

  　④　連結キャッシュ・フロー計算書  税効果会計関係

繰延税金資産 繰延税金資産
　未払事業税否認 165百万円 　未払事業税否認 191百万円
　貸倒引当金損金算入限度超過額 102　　　 　貸倒引当金損金算入限度超過額 88　　　
　賞与引当金否認 1,060　　　 　賞与引当金否認 1,071　　　
　貸倒損失否認 310　　　 　貸倒損失否認 252　　　
　退職給付引当金
　損金算入限度超過額

2,566　　　 　退職給付引当金
　損金算入限度超過額

2,446　　　

　役員退職慰労引当金否認 144　　　 　役員退職慰労引当金否認 171　　　
　投資不動産評価損否認 219　　　 　投資不動産評価損否認 113　　　
　その他 276　　　 　その他 314　　　
繰延税金資産合計 4,844　　　 繰延税金資産合計 4,650　　　

繰延税金負債 繰延税金負債
　資産評価差益 △127　　　 　資産評価差益 △127　　　
　特別償却準備金 △228　　　 　特別償却準備金 △183　　　
　固定資産圧縮積立金 △312　　　 　固定資産圧縮積立金 △310　　　
　その他有価証券評価差額金 △1,386　　　 　その他有価証券評価差額金 △2,080　　　
繰延税金負債合計 △2,055　　　 繰延税金負債合計 △2,072　　　
繰延税金資産の純額 2,788　　　 繰延税金資産の純額 1,947　　　

　法定実効税率 40.3％　　 　法定実効税率 40.3％　　

　(調整) 　(調整)
　交際費等永久に損金に
　算入されない項目

2.6　　　 　交際費等永久に損金に
　算入されない項目

2.4　　　

　受取配当金等永久に益金に
　算入されない項目

△0.8　　　 　受取配当金等永久に益金に
　算入されない項目

△1.1　　　

　住民税均等割等 2.4　　　 　住民税均等割等 2.3　　　

　その他 2.5　　　 　その他 △0.3　　　
　　税効果会計適用後の法人税等の
　　負担率

47.0　　　 　　税効果会計適用後の法人税等の
　　負担率

43.6　　　

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
　の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
　率との差異の原因となった主な項目別の内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
　の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
　率との差異の原因となった主な項目別の内訳


