
　各　　　位 平成 21年 9月28日

会　　社　　名 工藤建設株式会社
代表取締役社長 工藤　英司
コ ー ド 番 号 １７６４  　東証２部
問  合  せ  先 経営管理部長　工藤　隆晃
Ｔ　　Ｅ　　Ｌ （０４５）９１１－５３００

　平成21年８月19日付で発表いたしました「平成21年６月期　決算短信(非連結)」の記載内容について、
下記のとおり訂正いたします。

１．訂正の理由

　当初発表いたしました記載内容につき、８月19日以降監査法人による監査の過程で指摘された
事項を訂正するものであります。

２．訂正箇所
訂正箇所には下線を付しております。

・標題部分 配当支払開始予定日 (誤) 平成21年９月25日 (正) 平成21年９月28日

１．21年6月期の業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日）
(2)財政状態
（訂正前）

百万円 百万円 ％ 円　　銭

21年 6月期 14,626 1,831 12.5 141.12

20年 6月期 15,125 1,782 11.7 137.35

（訂正後）

百万円 百万円 ％ 円　　銭

21年 6月期 14,604 1,831 12.5 141.12

20年 6月期 15,125 1,782 11.7 137.35

(3)キャッシュ・フローの状況
（訂正前）

百万円 百万円 百万円 百万円

21年 6月期 199 △ 883 △ 35 567

20年 6月期 129 580 △ 1,408 1,286

（訂正後）

百万円 百万円 百万円 百万円

21年 6月期 30 △ 713 △ 35 567

20年 6月期 129 580 △ 1,408 1,286

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

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

総  資  産 自己資本比率 １株当たり株主資本

純資産

純資産

（訂正）平成21年６月期決算短信の訂正について

総  資  産 自己資本比率 １株当たり株主資本
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２．３～４ページ「（２）財政状態に関する分析」①資産、負債及び純資産の状況
（修正箇所は下線分のとおりであります。）

修正箇所 誤 正
（流動資産）

（固定資産）

（固定負債）

（流動資産）
　　当会計年度末における流動資産の残
高は62億13百万円（前会計年度末残高71
億84百万円）となり9億70百万円減少し
ました。その主な要因は、未成工事支出
金が7億53百万円、現金預金が7億40百万
円減少したことにあります。
（固定資産）
　　当会計年度末における固定資産の残
高は84億13百万円（前会計年度末残高79
億41百万円）となり4億71百万円増加し
ました。その主な要因は、長期貸付金が
1億1百万円増加し、差入保証金が4億23
百万円増加したことにあります。
（固定負債）
　　当会計年度末における固定負債の残
高は46億82百万円（前会計年度末残高53
億06百万円）となり6億24百万円減少し
ました。その主な要因は、長期借入金が
10億15百万円減少したことにあります。

（流動資産）
　　当会計年度末における流動資産の残
高は62億12百万円（前会計年度末残高71
億84百万円）となり9億71百万円減少し
ました。その主な要因は、未成工事支出
金が7億53百万円、現金預金が7億40百万
円減少したことにあります。
（固定資産）
　　当会計年度末における固定資産の残
高は83億91百万円（前会計年度末残高79
億41百万円）となり4億45百万円増加し
ました。その主な要因は、長期貸付金が
1億1百万円増加し、差入保証金が4億23
百万円増加したことにあります。
（固定負債）
　　当会計年度末における固定負債の残
高は46億60百万円（前会計年度末残高53
億06百万円）となり6億46百万円減少し
ました。その主な要因は、長期借入金が
10億15百万円減少したことにあります。

３．５ページ「（２）財政状態に関する分析」②キャッシュフローの状況
（修正箇所は下線分のとおりであります。）

修正箇所 誤 正
（営業活動におけるキャッシュフロー）

（投資活動におけるキャッシュフロー）

（営業活動におけ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、
売上債権が増加し、未成工事受入金及び
不動産事業支出金が減少し、1億99百万
円プラス（前会計年度は1億29百万円マ
イナス）となりました。
（投資活動におけるキャッシュフロー）
　投資活動によるキャッシュフローは、
有形固定資産及び差入保証金の取得か
ら、8億83百万円マイナス（前会計年度
は5億80百万円プラス）となりました。

（営業活動におけ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、
売上債権が増加し、未成工事受入金及び
不動産事業支出金が減少し、30百万円プ
ラス（前会計年度は1億29百万円マイナ
ス）となりました。
（投資活動におけるキャッシュフロー）
　投資活動によるキャッシュフローは、
有形固定資産及び差入保証金の取得か
ら、7億13百万円マイナス（前会計年度
は5億80百万円プラス）となりました。

４．８～10ページ「４．個別財務諸表（１）貸借対照表」
（修正箇所は下線分のとおりであります。）

修正箇所 誤 正
資産の部
 流動資産
　繰延税金資産
　流動資産合計
 固定資産
　投資その他の資産
　 繰延税金資産
　 投資その他の資産計
　 固定資産合計
　 資産合計合計
 固定負債
　 繰延税金負債
　 固定負債合計
 　負債合計
 　負債純資産合計

資産の部
 流動資産
　繰延税金資産　　　　　 25,677千円
　流動資産合計　　　　6,213,217千円
 固定資産
　投資その他の資産
　 繰延税金資産　　　    42,026千円
　 投資その他の資産計 4,671,520千円
　 固定資産合計　　　 8,413,453千円
　 資産合計合計　　  14,626,671千円
 固定負債
　 繰延税金負債 　　　   21,973千円
　 固定負債合計 　　　4,682,462千円
 　負債合計　　 　　 12,795,226千円
 　負債純資産合計 　 14,626,671千円

資産の部
 流動資産
　繰延税金資産　　　　　 25,453千円
　流動資産合計　　　　6,212,993千円
 固定資産
　投資その他の資産
　 繰延税金資産　　　    20,277千円
　 投資その他の資産計 4,649,772千円
　 固定資産合計　　　 8,391,705千円
　 資産合計合計　　  14,604,698千円
 固定負債
　 繰延税金負債 　　　       －千円
　 固定負債合計 　　　4,660,489千円
 　負債合計　　 　　 12,773,253千円
 　負債純資産合計 　 14,604,698千円
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５．11～12ページ「（２）損益計算書」
（修正箇所は下線分のとおりであります。）

修正箇所 誤 正
特別損失
　減損損失
　その他
法人税、住民税及び事業税
法人税等還付税額

特別損失
　減損損失　　　　　　　　　 －千円
　その他　　　　　　　   38,598千円
法人税、住民税及び事業税 22,422千円
法人税等還付税額　　　　　 △99千円

特別損失
　減損損失　　　　　　　 20,103千円
　その他　　　　　　　   18,495千円
法人税、住民税及び事業税 22,322千円
(削除)

６．16ページ「（４）キャッシュ・フロー計算書」
（修正箇所は下線分のとおりであります。）

修正箇所 誤 正
営業活動によるキャッシュ・フロー

　売上債権の増減額
　小計
　計

投資活動によるキャッシュ・フロー
　その他
　計

営業活動によるキャッシュ・フロー

　売上債権の増減額　　△942,796千円
　小計　　　　　　　　　454,962千円
　計　　　　　　　　　　199,912千円

投資活動によるキャッシュ・フロー
　その他　　　　　　　△192,101千円
　計　　　　　　　　　△883,655千円

営業活動によるキャッシュ・フロー
　「減価償却費」の次に追加
　　減損損失　　　　　　 20,103千円
　売上債権の増減額　△1,132,587千円
　小計　　　　　　　　　285,274千円
　計　　　　　　　　　　 30,224千円

投資活動によるキャッシュ・フロー
　その他　　　　　　　 △22,413千円
　計　　　　　　　　　△713,968千円

修正箇所 誤 正
　効力発生日 平成21年９月25日 平成21年９月28日

以　上

７．27ページ（株主資本等変動計算書関係）当事業年度　２．配当に関する事項
　　　（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力が翌事業年度になるもの
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