
各　位 徳倉建設株式会社

１８９２

名証二部

代表取締役社長　徳倉　正晴

取締役経営管理本部長　石原　重保

（TEL　052-961-3271）

ありましたので下記のとおり訂正いたします。　

　なお、訂正箇所には下線を付しております。

〈１ページ〉

1.　21年３月期の連結業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

【訂正前】

（1）連結経営成績

（3）連結キャッシュ・フローの状況
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（訂正・数値データ訂正あり）平成21年３月期決算短信の訂正に関するお知らせ

平成21年５月15日に公表いたしました「平成21年３月期 決算短信」の記載内容について、一部誤りが
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【訂正後】

（1）連結経営成績

（3）連結キャッシュ・フローの状況

2.　配当の状況
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【訂正後】
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〈３ページ〉

1.経営成績

（1）経営成績に関する分析

【訂正前】

（省略）

損失となりました。

【訂正後】

（省略）

損失となりました。

〈４ページ〉

1.経営成績

（2）財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

（省略）

【訂正後】

（省略）

１億99百万円などの資金の減少があり、12億66百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少１億84百万円などによる資金の増加がありまし

たが、たな卸資産の増加４億15百万円、仕入債務の減少５億90百万円、税金等調整前当期純利益

これは営業活動により12億66百万円、投資活動により５億43百万円とそれぞれ減少し、財務活動に

より８億50百万円が増加したことによるものです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少１億84百万円などによる資金の増加がありまし

たが、たな卸資産の増加４億15百万円、仕入債務の減少５億90百万円、税金等調整前当期純利益

また、当期純利益につきましては、株式の評価損や繰延税金資産の取崩し等があり、２億62百万円の

これは営業活動により12億62百万円、投資活動により５億43百万円とそれぞれ減少し、財務活動に

より８億46百万円が増加したことによるものです。

２億３百万円などの資金の減少があり、12億62百万円の減少となりました。

利益につきましては、売上高の減少や一部の長期大型工事における採算の低下があり、営業利益

は３億87百万円（前年同期比39.0％減）、経常利益４億52百万円（前年同期比26.2％減）となりました。

利益につきましては、売上高の減少や一部の長期大型工事における採算の低下があり、営業利益

は３億87百万円（前年同期比39.0％減）、経常利益４億48百万円（前年同期比26.8％減）となりました。

また、当期純利益につきましては、株式の評価損や繰延税金資産の取崩し等があり、２億59百万円の

（財務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・フローは、短期借入金により27億51百万円純増しましたが、長期借入金

の減少12億62百万円、社債の償還５億50百万円などの減少があり、８億46百万円の増加となりました。

（財務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・フローは、短期借入金により27億51百万円純増しましたが、長期借入金

の減少12億62百万円、社債の償還５億50百万円などの減少があり、８億50百万円の増加となりました。
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〈5ページ〉

1.経営成績

（2）財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況

(参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

【訂正前】

【訂正後】
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─　
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〈11ページ〉

4【連結財務諸表等】

　（1）【連結財務諸表】

　　②【連結損益計算書】

【訂正前】

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略）

営業外収益

　受取利息及び配当金 66,311 53,889

　負ののれん償却額 260,955 260,955

　その他 78,067 86,491

　営業外収益合計 405,333 401,335

営業外費用

　支払利息 244,263 263,353

　為替差損 130,426 20,329

　その他 51,394 52,097

　営業外費用合計 426,083 335,779

経常利益 613,437 452,663

特別利益

　前期損益修正益 31,746 －

　固定資産売却益 221,234 6,697

　投資有価証券売却益 52,992 611

　貸倒引当金戻入額 31,590 76,717

　債務免除益 8,910 －

　その他 2,930 3,001

　特別利益合計 349,402 87,026

【訂正後】

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略）

営業外収益

　受取利息及び配当金 66,311 50,145

　負ののれん償却額 260,955 260,955

　その他 78,067 86,491

　営業外収益合計 405,333 397,591

営業外費用

　支払利息 244,263 263,353

　為替差損 130,426 20,329

　その他 51,394 52,097

　営業外費用合計 426,083 335,779

経常利益 613,437 448,919

特別利益

　前期損益修正益 31,746 －

　固定資産売却益 221,234 6,697

　投資有価証券売却益 52,992 611

　貸倒引当金戻入額 31,590 76,717

　債務免除益 8,910 －

　その他 2,930 3,001

　特別利益合計 349,402 87,026
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〈12ページ〉

4【連結財務諸表等】

　（1）【連結財務諸表】

　　②【連結損益計算書】

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略)

特別損失

　前期損益修正損 420 41,959

　固定資産売除却損 52,246 13,453

　投資有価証券売却損 19,360 －
　投資有価証券評価損 82,103 208,445
　販売用不動産評価損 － 13,600
　貸倒引当金繰入額 69,005 21,016

　貸倒損失 24,990 1,803

　役員退職慰労金 90,626 －

　子会社清算損 － 17,745

　その他 78,893 18,554

　特別損失合計 417,643 336,575

税金等調整前当期純利益 545,196 203,114

法人税、住民税及び事業税 148,571 124,733

法人税等調整額 119,000 289,544

法人税等合計 267,571 414,277

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14,842 47,926

当期純利益又は当期純損失（△） 292,467 △259,089

【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略)

特別損失

　前期損益修正損 420 41,959

　固定資産売除却損 52,246 13,453

　投資有価証券売却損 19,360 －
　投資有価証券評価損 82,103 208,445
　販売用不動産評価損 － 13,600
　貸倒引当金繰入額 69,005 21,016

　貸倒損失 24,990 1,803

　役員退職慰労金 90,626 －

　子会社清算損 － 17,745

　その他 78,893 18,554

　特別損失合計 417,643 336,575

税金等調整前当期純利益 545,196 199,370

法人税、住民税及び事業税 148,571 124,733

法人税等調整額 119,000 289,544

法人税等合計 267,571 414,277

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14,842 47,926

当期純利益又は当期純損失（△） 292,467 △262,833
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〈13ページ〉

4【連結財務諸表等】

　（1）【連結財務諸表】

　　③【連結株主資本等変動計算書】

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略）

　利益剰余金

　　前期末残高 2,089,658 2,301,894

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △80,230 △64,617

　　　当期純利益 292,467 △259,089

　　　当期変動額合計 212,237 △323,706

　　当期末残高 2,301,894 1,978,190

　自己株式

　　前期末残高 △205,248 △118,343

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △1,414 △27,200

　　　自己株式の処分 88,319 －

　　　当期変動額合計 86,905 △27,200

　　当期末残高 △118,343 △145,543

　株主資本合計

　　前期末残高 5,785,226 6,078,893

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △80,230 △64,617

　　　当期純利益 292,467 △259,089

　　　自己株式の取得 △1,414 △27,200

　　　自己株式の処分 82,845 －

　　　当期変動額合計 293,668 △350,906

　　当期末残高 6,078,893 5,727,989

【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略）

　利益剰余金

　　前期末残高 2,089,658 2,301,894

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △80,230 △60,873

　　　当期純利益 292,467 △262,833

　　　当期変動額合計 212,237 △323,706

　　当期末残高 2,301,894 1,978,190

　自己株式

　　前期末残高 △205,248 △118,343

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △1,414 △27,200

　　　自己株式の処分 88,319 －

　　　当期変動額合計 86,905 △27,200

　　当期末残高 △118,343 △145,543

　株主資本合計

　　前期末残高 5,785,226 6,078,893

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △80,230 △60,873

　　　当期純利益 292,467 △262,833

　　　自己株式の取得 △1,414 △27,200

　　　自己株式の処分 82,845 －

　　　当期変動額合計 293,668 △350,906

　　当期末残高 6,078,893 5,727,989
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〈14ページ〉

4【連結財務諸表等】

　（1）【連結財務諸表】

　　③【連結株主資本等変動計算書】

【訂正前】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略）

純資産合計

　前期末残高 6,888,005 6,484,091

　当期変動額

　　剰余金の配当 △80,230 △64,617

　　当期純利益又は当期純損失（△） 292,467 △259,089

　　自己株式の取得 △1,414 △27,200

　　　自己株式の処分 82,845 －

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △697,581 △216,589

　　当期変動額合計 △403,913 △567,495

　当期末残高 6,484,091 5,916,598

【訂正後】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略）

純資産合計

　前期末残高 6,888,005 6,484,091

　当期変動額

　　剰余金の配当 △80,230 △60,873

　　当期純利益又は当期純損失（△） 292,467 △262,833

　　自己株式の取得 △1,414 △27,200

　　　自己株式の処分 82,845 －

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △697,581 △216,589

　　当期変動額合計 △403,913 △567,495

　当期末残高 6,484,091 5,916,598
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〈15ページ〉
4【連結財務諸表等】
　（1）【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19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21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 545,196 203,114

　減価償却費 172,225 213,477

　貸倒損失 － 1,803

　負ののれん償却額 △260,955 △260,955

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,410 △44,258

　完成工事補償引当金の増減額（△減少） △2,420 △1,758

　工事損失引当金の増減額（△減少） △131,705 10,596

　賞与引当金の増減額（△減少） △54,589 △23,767

　退職給付引当金の増減額（△減少） △91,573 △17,236

　受取利息及び受取配当金 △66,311 △53,889

　支払利息 244,263 263,353

　有価証券・投資有価証券評価損 82,103 208,445

　有価証券・投資有価証券売却損益（△は益） △33,632 △611

　有形固定資産売却損益（△は益） △168,988 6,756

　その他特別損失 15,163 10,151

　売上債権の増減額（△は増加） 922,288 184,348

　割引手形の増減額（△は減少） 566,127 △569,658

　たな卸資産の増減額（△は増加） 1,972,422 △415,451

　仕入債務の増減額（△は減少） △7,563,193 △590,166

　立替金の増減額（△は増加） 1,708,168 30,800

　その他流動資産の増減額（△は増加） 465,141 26,422

　その他流動負債の増減額（△は減少） 145,002 △173,599

　長期前払費用の増減額（△は増加） 6,097 5,387

　未払消費税等の増減額（△減少） △235,560 －

　為替差損益（△は益） 28,313 20,329

　その他の営業外収入 △8,775 －

　その他 64,107 17,746

　小計 △1,704,496 △948,621

　利息及び配当金の受取額 67,706 55,302

　利息の支払額 △252,218 △258,070

　法人税等の支払額 △164,488 △110,868

　営業活動によるキャッシュ・フロー △2,053,496 △1,262,257
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【訂正後】 (単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21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 545,196 199,370

　減価償却費 172,225 213,477

　貸倒損失 － 1,803

　負ののれん償却額 △260,955 △260,955

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,410 △44,258

　完成工事補償引当金の増減額（△減少） △2,420 △1,758

　工事損失引当金の増減額（△減少） △131,705 10,596

　賞与引当金の増減額（△減少） △54,589 △23,767

　退職給付引当金の増減額（△減少） △91,573 △17,236

　受取利息及び受取配当金 △66,311 △50,145

　支払利息 244,263 263,353

　有価証券・投資有価証券評価損 82,103 208,445

　有価証券・投資有価証券売却損益（△は益） △33,632 △611

　有形固定資産売却損益（△は益） △168,988 6,756

　その他特別損失 15,163 10,151

　売上債権の増減額（△は増加） 922,288 184,348

　割引手形の増減額（△は減少） 566,127 △569,658

　たな卸資産の増減額（△は増加） 1,972,422 △415,451

　仕入債務の増減額（△は減少） △7,563,193 △590,166

　立替金の増減額（△は増加） 1,708,168 30,800

　その他流動資産の増減額（△は増加） 465,141 26,422

　その他流動負債の増減額（△は減少） 145,002 △173,599

　長期前払費用の増減額（△は増加） 6,097 5,387

　未払消費税等の増減額（△減少） △235,560 －

　為替差損益（△は益） 28,313 20,329

　その他の営業外収入 △8,775 －

　その他 64,107 17,746

　小計 △1,704,496 △948,621

　利息及び配当金の受取額 67,706 51,558

　利息の支払額 △252,218 △258,070

　法人税等の支払額 △164,488 △110,868

　営業活動によるキャッシュ・フロー △2,053,496 △1,266,001
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4【連結財務諸表等】

　（1）【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19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略）

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入れによる収入 47,508,929 68,727,928

　短期借入金の返済による支出 △46,164,000 △65,976,422

　長期借入れによる収入 2,844,800 4,377,365

　長期借入金の返済による支出 △2,894,579 △5,640,106

　社債の償還による支出 － △550,000

　自己株式の取得による支出 △1,414 △27,200

　自己株式の売却による収入 63,485 －

　配当金の支払額 △80,230 △64,617

　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,276,991 846,948

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,728 23,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △731,109 △934,785

現金及び現金同等物の期首残高 5,356,041 4,624,932

現金及び現金同等物の期末残高 4,624,932 3,690,147

【訂正後】 (単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日

　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日

　至 平成21年3月31日)

（省略）

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入れによる収入 47,508,929 68,727,928

　短期借入金の返済による支出 △46,164,000 △65,976,422

　長期借入れによる収入 2,844,800 4,377,365

　長期借入金の返済による支出 △2,894,579 △5,640,106

　社債の償還による支出 － △550,000

　自己株式の取得による支出 △1,414 △27,200

　自己株式の売却による収入 63,485 －

　配当金の支払額 △80,230 △60,873

　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,276,991 850,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,728 23,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △731,109 △934,785

現金及び現金同等物の期首残高 5,356,041 4,624,932

現金及び現金同等物の期末残高 4,624,932 3,690,147
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（8）【連結財務諸表に関する注記事項】

（連結株主資本等変動計算書）

3.配当に関する事項

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

【訂正前】

【訂正後】

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成２１年６月２６
日定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31,550,070 1.50
平成２１年
３月31日

平成２１年
６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

平成２１年６月２６
日定時株主総会

普通株式 利益剰余金 29,677

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

1.50
平成２１年
３月31日

平成２１年
６月29日
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（税効果会計関係）

【訂正前】
前連結会計年度末 当連結会計年度末

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

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

繰延税金資産（流動）

34,266千円 24,855千円

10,476千円 38,000千円

44,498千円 42,191千円

― 80,128千円

― 1,682千円

67,835千円 73,341千円

87,996千円 69,886千円

19,443千円 18,657千円

10,515千円 6,324千円

24,052千円 8,912千円

△24,086千円 △23,991千円

小　　　　　計 274,996千円 339,988千円

評価性引当額 △14,378千円 △230,046千円

計 260,618千円 109,942千円

【訂正後】
前連結会計年度末 当連結会計年度末

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

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

繰延税金資産（流動）

34,266千円 24,855千円

10,476千円 38,000千円

44,498千円 42,191千円

― 80,128千円

― 1,682千円

67,835千円 73,341千円

87,996千円 87,996千円

19,443千円 18,657千円

10,515千円 6,324千円

24,052千円 8,912千円

△24,086千円 △23,991千円

小　　　　　計 274,996千円 358,099千円

評価性引当額 △14,378千円 △248,157千円

計 260,618千円 109,942千円

（省略）

賞与引当金損金算入限度超過

貸倒引当金損金算入限度超過

工事損失引当金及び工事損失損金算入限度
超過

繰越欠損金

未実現利益

販売用不動産評価損

不動産事業支出金評価損

完成工事補償引当金損金算入限度超過

未払事業税等

その他

繰延税金負債（流動）との相殺

賞与引当金損金算入限度超過

（省略）

貸倒引当金損金算入限度超過

工事損失引当金及び工事損失損金算入限度
超過

繰越欠損金

未実現利益

その他

繰延税金負債（流動）との相殺

販売用不動産評価損

不動産事業支出金評価損

完成工事補償引当金損金算入限度超過

未払事業税等
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（１株当たり情報）

【訂正前】

【訂正後】

2.　1株当たり当期純利益

【訂正前】

【訂正後】

△12.16円

当連結会計年度

　　　　　　　　（自　平成20年４月１日

　　　　　　　　 至　平成21年３月31日）

１株当たり当期純利益

263.11円

13.72円

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

１株当たり純資産額 240.05円

前連結会計年度

　　　　　　　　（自　平成19年４月１日

　　　　　　　　 至　平成20年３月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　　　　　　（自　平成19年４月１日 　　　　　　　　（自　平成20年４月１日

　　　　　　　　 至　平成20年３月31日） 　　　　　　　　 至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 263.11円 １株当たり純資産額 240.05円

１株当たり当期純利益 13.72円 １株当たり当期純利益 △12.34円

普通株式の期中平均株式数

前連結会計年度 前連結会計年度

　　　（自　平成19年４月１日

　　　 至　平成20年３月31日）

　　　（自　平成20年４月１日

　　　 至　平成21年３月31日）

当期純利益（千円）

普通株式に帰属しない金額（千円）

普通株式に係る当期純利益（千円）

292,467

─

292,467

21,315,706

△259,089

─

△259,089

21,300,419

前連結会計年度 前連結会計年度

　　　（自　平成19年４月１日 　　　（自　平成20年４月１日

　　　 至　平成20年３月31日） 　　　 至　平成21年３月31日）

当期純利益（千円） 292,467 △262,833

─ ─

普通株式に係る当期純利益（千円） 292,467 △262,833

普通株式の期中平均株式数 21,315,706 21,300,419

普通株式に帰属しない金額（千円）
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５【個別財務諸表】
(6)【個別財務諸表に関する注記事項】
 (税効果関係)

【訂正前】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 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 の内訳

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）

26,644千円 18,025千円

8,527千円 15,264千円

34,207千円 80,128千円

43,746千円 49,254千円

64,533千円 46,423千円

14,943千円 13,829千円

8,113千円 4,601千円

17,624千円 8,896千円

△182,525千円

218,339千円 53,895千円

【訂正後】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 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 の内訳

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）

26,644千円 18,025千円

8,527千円 15,264千円

34,207千円 80,128千円

43,746千円 49,254千円

64,533千円 64,533千円

14,943千円 13,829千円

8,113千円 4,601千円

17,624千円 8,896千円

△200,636千円

218,339千円 53,895千円

（省略） （省略）

繰延税金資産（流動）計 繰延税金資産（流動）計

（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

賞与引当金損金算入限度超過 賞与引当金損金算入限度超過

貸倒引当金損金算入限度超過
工事損失引当金及び工事損失損金算
入限度超過

前事業年度 当事業年度
（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

賞与引当金損金算入限度超過 賞与引当金損金算入限度超過

貸倒引当金損金算入限度超過
工事損失引当金及び工事損失損金算
入限度超過

工事損失引当金及び工事損失損金算
入限度超過

繰越欠損金

販売用不動産評価損 販売用不動産評価損

不動産事業支出金評価損 不動産事業支出金評価損
完成工事補償引当金損金算入限度超
過

完成工事補償引当金損金算入限度超
過

未払事業税等 未払事業税等

その他 その他

評価性引当金

前事業年度 当事業年度

（省略） （省略）

繰延税金資産（流動）計繰延税金資産（流動）計

工事損失引当金及び工事損失損金算
入限度超過

繰越欠損金

販売用不動産評価損 販売用不動産評価損

不動産事業支出金評価損 不動産事業支出金評価損
完成工事補償引当金損金算入限度超
過

完成工事補償引当金損金算入限度超
過

評価性引当額

未払事業税等 未払事業税等

その他 その他
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