
 
 

 

 

 
平成21年 6月 26日 

各   位 

 

           会 社 名    日本コンクリート工業株式会社 

代 表 者 名    取締役社長   網 谷 勝 彦 

（コード番号 ５２６９ 東証第１部） 

問 合 せ 先        経理部長 有 野 隆 秀 

           (ＴＥＬ ０３－５４６２－１０２２) 

 

(訂正・数値データ訂正あり)「平成21年 3月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成21年 5月 15日に発表いたしました「平成21年 3月期 決算短信」の記載事項の一部に訂

正を要する事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付しております。 

 

記 

 

（1 ページ） 

【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

21年３月期 1,931 △1,687 △556 1,544 

20年３月期 1,090 △3,319 445 1,858 

 

【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

21年３月期 1,931 △1,657 △587 1,544 

20年３月期 1,090 △3,319 445 1,858 
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（6 ページ） 

【訂正前】 

１．経営成績 

(2)財政状態に関する分析 

 （中略） 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、16億8千7百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出21億1千3百万円が、投資有価証券の売却による

収入1億5千万円及び貸付金の回収による収入1億6千万円等を上回ったことによります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、5億5千6百万円となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済25億3千6百万円、配当金の支払い1億7千5百万円等の支出が、

長期借入れによる収入14億円、社債の発行による収入9億7千2百万円等の金融機関からの資金

調達を上回ったことによります。 

 

 

【訂正後】 

１．経営成績 

(2)財政状態に関する分析 

 （中略） 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、16億5千7百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出20億9千3百万円が、投資有価証券の売却による

収入1億5千万円及び貸付金の回収による収入1億6千万円等を上回ったことによります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、5億8千7百万円となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済25億3千6百万円、配当金の支払い1億7千5百万円等の支出が、

長期借入れによる収入14億円、社債の発行による収入9億7千2百万円等の金融機関からの資金

調達を上回ったことによります。 
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（16ページ）

４．【連結財務諸表等】

　(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

【訂正前】

(単位：千円)

（中略）

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 △3,084,242 △ 2,113,023

有形固定資産の売却による収入 43,426 98,708

無形固定資産の取得による支出 △35,370 △ 17,588

投資有価証券の取得による支出 △79,962 △ 10,671

投資有価証券の売却による収入 1,614 150,567

貸付けによる支出 △171,148 △ 200

貸付金の回収による収入 66,022 160,404

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 ※2 92,809 ―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ― ※2 △ 96,803

収用補償金の受取による収入 142,581 ―

敷金の預りによる収入 100,078 ―

投資不動産の取得による支出 △623,260 ―

その他 227,472 140,854

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,319,979 △ 1,687,751

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 1,382,000 △ 29,852

長期借入れによる収入 2,400,000 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △2,166,429 △ 2,536,237

社債の発行による収入 ― 972,628

社債の償還による支出 △826,000 △ 100,000

自己株式の取得による支出 △212,230 △ 68,447

配当金の支払額 △205,174 △ 175,543

少数株主への配当金の支払額 △2,123 △ 1,741

建設協力金の受入による収入 75,000 ―

建設協力金の返済による支出 ― △ 17,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 445,041 △ 556,694

現金及び現金同等物の増加額（△減少額) △1,784,523 △ 313,296

現金及び現金同等物の期首残高 3,642,712 1,858,188

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,858,188 ※1 1,544,891

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)
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【訂正後】

(単位：千円)

（中略）

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 △3,084,242 △ 2,093,202

有形固定資産の売却による収入 43,426 98,708

無形固定資産の取得による支出 △35,370 △ 18,507

投資有価証券の取得による支出 △79,962 △ 10,671

投資有価証券の売却による収入 1,614 150,567

貸付けによる支出 △171,148 △ 200

貸付金の回収による収入 66,022 160,404

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 ※2 92,809 ―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ― ※2 △ 96,803

収用補償金の受取による収入 142,581 ―

敷金の預りによる収入 100,078 ―

投資不動産の取得による支出 △623,260 ―

その他 227,472 152,374

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,319,979 △ 1,657,330

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 1,382,000 △ 29,852

長期借入れによる収入 2,400,000 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △2,166,429 △ 2,536,237

社債の発行による収入 ― 972,628

社債の償還による支出 △826,000 △ 100,000

自己株式の取得による支出 △212,230 △ 68,447

配当金の支払額 △205,174 △ 175,543

リース債務の返済による支出 ― △ 30,420

少数株主への配当金の支払額 △2,123 △ 1,741

建設協力金の受入による収入 75,000 ―

建設協力金の返済による支出 ― △ 17,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 445,041 △ 587,115

現金及び現金同等物の増加額（△減少額) △1,784,523 △ 313,296

現金及び現金同等物の期首残高 3,642,712 1,858,188

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,858,188 ※1 1,544,891

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)
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（35 ページ） 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

 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) 

 

【訂正前】 

  
製品事業 

(千円) 

工事事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

      （中略）  

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
 

(1) 資産 36,494,834 4,300,821 40,795,655 11,458,948 52,254,604

(2) 減価償却費 1,806,294 407,374 2,213,668 34,582 2,248,251

(3) 減損損失 ― 36,443 36,443 27,194 63,637

(4) 資本的支出 1,854,736 663,841 2,518,577 62,929 2,581,506

(注 ) １  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２  各区分の主な内容は、下記のとおりであります。 

       製品事業……ポール、パイル、土木製品等のコンクリート製品の販売及び受託試験研究収入 

       工事事業……杭打工事、土木製品の施工、地盤改良工事等の事業 

３  営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用（1,349,632 千円）の主

なものは、提出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４  資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産（11,458,948 千円）の主なものは、

決済準備のための手持ち資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、投資不動産及

び管理部門に係る資産等であります。 

 

 

【訂正後】 

  
製品事業 

(千円) 

工事事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

      （中略）  

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
 

(1) 資産 36,513,322 4,300,821 40,814,143 11,440,461 52,254,604

(2) 減価償却費 1,806,294 407,374 2,213,668 34,582 2,248,251

(3) 減損損失 ― 36,443 36,443 27,194 63,637

(4) 資本的支出 1,854,736 663,841 2,518,577 62,929 2,581,506

(注 ) １  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２  各区分の主な内容は、下記のとおりであります。 

       製品事業……ポール、パイル、土木製品等のコンクリート製品の販売及び受託試験研究収入 

       工事事業……杭打工事、土木製品の施工、地盤改良工事等の事業 

３  営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用（1,349,632 千円）の主

なものは、提出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４  資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産（11,440,461 千円）の主なものは、

決済準備のための手持ち資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、投資不動産及

び管理部門に係る資産等であります。 

 

以上 
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