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（財）財務会計基準機構会員
 

平成 18 年６月 13 日 

各  位 

会 社 名 小 田 急 建 設 株 式 会 社 

代 表 者 代表取締役 雪竹 正英 

（コード番号１８３４ 東証第一部) 

問 合 せ 先 経営本部 

総務部長 
中島 光夫 

TEL（０３）３３７６－３１０１ 

 

（訂正）平成 18 年３月期決算短信（連結）の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成 18 年５月 15 日に発表いたしました平成 18 年３月期決算短信（連結）につきまして一部訂正がありますので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正部分には   を付して表示しております。 

 

訂正箇所１ページ目 

＜訂正前＞ 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

18 年３月期 418 △548 △956 7,550

17 年３月期 2,982 41 △2,608 8,637

 

＜訂正後＞ 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

18 年３月期 358 △489 △956 7,550

17 年３月期 2,982 41 △2,608 8,637
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訂正箇所６ページ目 

＜訂正前＞ 

(3)財政状態 

項目 
前連結会計年度 

（百万円） 

当連結会計年度 

（百万円） 

増減 

（百万円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,982 418 △2,563 

投資活動によるキャッシュ・フロー 41 △548 △590 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,608 △956 1,651 

現金及び現金同等物の増減額 415 △1,087 △1,502 

現金及び現金同等物の期末残高 8,637 7,550 △1,087 

―省略― 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、４億１千８百万円（前年同期比 86.0%減）となりました。 

―省略― 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、５億４千８百万円（前連結会計年度は４千１百万円の増加）と

なりました。 

―省略― 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

項目 平成 15 年３月期 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期

自己資本比率（％） 8.2 11.4 11.4 13.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 7.0 11.2 10.9 11.1 

債務償還年数（年） － － 6.9 47.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 12.6 1.9 

 

 

＜訂正後＞ 

(3)財政状態 

項目 
前連結会計年度 

（百万円） 

当連結会計年度 

（百万円） 

増減 

（百万円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,982 358 △2,623 

投資活動によるキャッシュ・フロー 41 △489 △530 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,608 △956 1,651 

現金及び現金同等物の増減額 415 △1,087 △1,502 

現金及び現金同等物の期末残高 8,637 7,550 △1,087 

―省略― 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、３億５千８百万円（前年同期比 88.0%減）となりました。 

―省略― 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、４億８千９百万円（前連結会計年度は４千１百万円の増加）と

なりました。 

―省略― 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

項目 平成 15 年３月期 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期

自己資本比率（％） 8.2 11.4 11.4 13.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 7.0 11.2 10.9 11.1 

債務償還年数（年） － － 6.9 55.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 12.6 1.6 
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訂正箇所 13～14 ページ目 

＜訂正前＞ 

(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

  前連結会計年度 当連結会計年度  

  （自 平成 16 年４月１日 （自 平成 17 年４月１日 対前年比 

  至 平成17年３月31日） 至 平成18年３月31日）  

注記 金額 金額 増減 
区分 

番号 （百万円） （百万円） （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  988 948  

減価償却費  268 279  

貸倒引当金減少(△)・増加額  △95 57  

退職給付（慰労）引当金増加額  216 119  

完成工事補償引当金増加額  33 26  

受取利息及び配当金  △76 △95  

支払利息  245 225  

販売用不動産評価損  300 357  

有形固定資産除売却損  32 8  

投資有価証券等評価損  11 45  

投資有価証券売却益  △72 △0  

投資有価証券売却損  － 0  

売上債権の増加額  △2,021 △574  

販売用不動産の減少額  120 789  

未成工事支出金の増加額  △274 △1,325  

その他棚卸資産の増加（△）・減少額  △1 16  

その他資産の減少・増加(△)額  257 △157  

仕入債務の増加額  1,887 2,381  

未払金の減少(△)・増加額  △1 18  

未成工事受入金の増加・減少(△)額  1,188 △275  

未払消費税の増加・減少(△)額  86 △421  

その他負債の増加・減少(△)額  534 △712  

持分法による投資損益  196 △45  

取締役賞与金の支払額  △17 △11  

少数株主に負担させた取締役賞与金の

支払額 
 △3 △3  

小計  3,803 1,650 △2,152 

利息及び配当金の受取額  76 90  

利息の支払額  △235 △219  

法人税等の支払額  △661 △1,102  

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,982 418 △2,563 
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  前連結会計年度 当連結会計年度  

  （自 平成 16 年４月１日 （自 平成 17 年４月１日 対前年比 

  至 平成17年３月31日） 至 平成18年３月31日）  

注記 金額 金額 増減 
区分 

番号 （百万円） （百万円） （百万円） 

Ⅱ．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  △342 △541  

有形固定資産の売却による収入  429 23  

投資有価証券の取得による支出  △157 △37  

投資有価証券の売却による収入  111 7  

貸付けによる支出  － △3  

貸付金の回収による収入  0 0  

その他投資の取得による支出  － △13  

その他投資の売却による収入  － 16  

投資活動によるキャッシュ・フロー  41 △548 △590 

Ⅲ．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  △1,123 △839  

長期借入れによる収入  2,535 3,052  

長期借入金の返済による支出  △3,909 △3,059  

自己株式取得による支出  △0 △0  

配当金の支払による支出  △108 △108  

少数株主への配当金の支払額  △1 △1  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,608 △956 1,651 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － 

Ⅴ．現金及び現金同等物増減額  415 △1,087 △1,502 

Ⅵ．現金及び現金同等物期首残高  8,222 8,637 415 

8,637 7,550 △1,087 
Ⅶ．現金及び現金同等物期末残高 ※１
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＜訂正後＞ 

(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

  前連結会計年度 当連結会計年度  

  （自 平成 16 年４月１日 （自 平成 17 年４月１日 対前年比 

  至 平成17年３月31日） 至 平成18年３月31日）  

注記 金額 金額 増減 
区分 

番号 （百万円） （百万円） （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  988 948  

減価償却費  268 279  

貸倒引当金減少(△)・増加額  △95 57  

退職給付（慰労）引当金増加額  216 119  

完成工事補償引当金増加額  33 26  

受取利息及び配当金  △76 △95  

支払利息  245 225  

販売用不動産評価損  300 357  

有形固定資産除売却損  32 8  

投資有価証券等評価損  11 45  

投資有価証券売却益  △72 △0  

投資有価証券売却損  － 0  

営業譲渡益  － △59  

売上債権の増加額  △2,021 △574  

販売用不動産の減少額  120 789  

未成工事支出金の増加額  △274 △1,325  

その他棚卸資産の増加（△）・減少額  △1 16  

その他資産の減少・増加(△)額  257 △157  

仕入債務の増加額  1,887 2,381  

未払金の減少(△)・増加額  △1 18  

未成工事受入金の増加・減少(△)額  1,188 △275  

未払消費税の増加・減少(△)額  86 △421  

その他負債の増加・減少(△)額  534 △712  

持分法による投資損益  196 △45  

取締役賞与金の支払額  △17 △11  

少数株主に負担させた取締役賞与金の

支払額 
 △3 △3  

小計  3,803 1,590 △2,212 

利息及び配当金の受取額  76 90  

利息の支払額  △235 △219  

法人税等の支払額  △661 △1,102  

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,982 358 △2,623 
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  前連結会計年度 当連結会計年度  

  （自 平成 16 年４月１日 （自 平成 17 年４月１日 対前年比 

  至 平成17年３月31日） 至 平成18年３月31日）  

注記 金額 金額 増減 
区分 

番号 （百万円） （百万円） （百万円） 

Ⅱ．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  △342 △541  

有形固定資産の売却による収入  429 23  

投資有価証券の取得による支出  △157 △37  

投資有価証券の売却による収入  111 7  

貸付けによる支出  － △3  

貸付金の回収による収入  0 0  

営業譲渡による収入  － 59  

その他投資の取得による支出  － △13  

その他投資の売却による収入  － 16  

投資活動によるキャッシュ・フロー  41 △489 △530 

Ⅲ．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  △1,123 △839  

長期借入れによる収入  2,535 3,052  

長期借入金の返済による支出  △3,909 △3,059  

自己株式取得による支出  △0 △0  

配当金の支払による支出  △108 △108  

少数株主への配当金の支払額  △1 △1  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,608 △956 1,651 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － 

Ⅴ．現金及び現金同等物増減額  415 △1,087 △1,502 

Ⅵ．現金及び現金同等物期首残高  8,222 8,637 415 

8,637 7,550 △1,087 
Ⅶ．現金及び現金同等物期末残高 ※１

   

 

以 上 

 


