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平成19年11月28日 

 

各      位 

 

会社名  那須電機鉄工株式会社  

代表者名 代表取締役社長  那須幹生 

（コード番号 ５９２２ 東証第二部） 

問合せ先 取締役経理部長  杉村嘉穂 

（TEL．０３－３３５１－６１３１） 

 

（訂正）平成２０年３月期中間決算短信の一部訂正について 

 
 平成19年11月16日に提出しました中間決算短信の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記の通り訂
正いたします。 
 

記 
 
[訂正内容] 
平成20年3月期 中間決算短信 
 
Ｐ.１４  （４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 
（訂正前） 

    

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
   

   支払利息   77,035 72,583 151,133

   その他流動負債の減少額   ― △19,093 ―

    小計   779,201 1,995,094 2,194,809

   利息の支払額   △75,953 △70,228 △150,899

   法人税等の支払額   △23,138 △72,694 △65,388

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
  700,142 1,878,104 2,015,161

（訂正後） 

    

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
   

   支払利息   77,035 72,655 151,133

   その他流動負債の減少額  ― △45,543 ―

    小計   779,201 1,968,716 2,194,809

   利息の支払額   △75,953 △70,300 △150,899

   法人税等の支払額  △23,138 △46,243 △65,388

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
  700,142 1,878,104 2,015,161

 

 

 

 

m-ando
新規スタンプ
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Ｐ.１８  （会計処理の変更） 
（訂正前） 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」(企業

会計基準第5号 平成17年12月9日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第8号 平成17年12月9日)を適用し

ております。これまでの資本の部の合計に

相当する金額は 12,940,337 千円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結財務諸表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成しており

ます。 

 当社及び国内連結子会社は、法人税の改正

に伴い、当中間連結会計期間より、平成19

年4月1日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益は、それぞれ1,811千

円減少しております。 

 

 建設鉄骨部門、工事部門の売上計上基準

は、従来、工事完成基準を採用しておりま

したが、当中間連結会計期間より長期・大

型（工期1年超かつ契約金3億円以上）の

新規受注工事については、工事進行基準を

適用することに変更しております。 

 この変更は、近年の会計基準が長期請負工

事に係る収益計上基準として、工事進行基

準をより合理的とする傾向にあり、工事進

行基準が会計慣行として定着しつつあるこ

とを踏まえ、期間損益計算をより適正に行

うため実施したものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較

して、売上高は552,400千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前中間純利

益は 11,720 千円それぞれ増加しておりま

す。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準5号 平成17年12月9日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第8号 平成17年12月9日）を適用して

おります。これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、13,384,100千円であります。

 なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。 

 

(役員賞与に関する会計基準） 

 当期連結会計年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号 平成 17

年11月29日）を適用しております。これ

により営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ87,500千円減少

しております。 

（訂正後） 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」(企業

会計基準第5号 平成17年12月9日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第8号 平成17年12月9日)を適用し

ております。これまでの資本の部の合計に

相当する金額は 12,940,337 千円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結財務諸表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成しており

ます。 

 当社及び国内連結子会社は、法人税の改正

に伴い、当中間連結会計期間より、平成19

年4月1日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益は、それぞれ1,805千

円減少しております。 

 

 建設鉄骨部門、工事部門の売上計上基準

は、従来、工事完成基準を採用しておりま

したが、当中間連結会計期間より長期・大

型（工期1年超かつ契約金3億円以上）の

新規受注工事については、工事進行基準を

適用することに変更しております。 

 この変更は、近年の会計基準が長期請負工

事に係る収益計上基準として、工事進行基

準をより合理的とする傾向にあり、工事進

行基準が会計慣行として定着しつつあるこ

とを踏まえ、期間損益計算をより適正に行

うため実施したものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較

して、売上高は561,000千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前中間純利

益は 20,305 千円それぞれ増加しておりま

す。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準5号 平成17年12月9日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第8号 平成17年12月9日）を適用して

おります。これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、13,384,100千円であります。

 なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。 

 

(役員賞与に関する会計基準） 

 当期連結会計年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号 平成 17

年11月29日）を適用しております。これ

により営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ87,500千円減少

しております。 
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Ｐ.１８  （追加情報） 
（訂正前） 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

    ――――――――   法人税法改正に伴い、平成19年3月31

日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却方法の適用に

より、取得価額の5%相当額と備忘価額との

差額を5年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は、それぞれ24,226千円

減少しております。 

    ―――――――― 

（訂正後） 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

    ――――――――   法人税法改正に伴い、平成19年3月31

日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却方法の適用に

より、取得価額の5%相当額と備忘価額との

差額を5年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は、それぞれ22,756千円

減少しております。 

    ―――――――― 

 
以  上 


