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                                                                  平成２１年１１月５日 
 各   位 
                       会 社 名        田 辺 工 業 株 式 会 社                  
                       代 表 者 名        代表取締役社長  四月朔日義雄                  
                                  (コード番号１８２８ 東証第二部) 
                             問い合せ先         取締役専務執行役員  小野 彰                  
                                                    (TEL. ０２５－５４５－６５００)  
                  
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成２２年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 
 平成２１年１０月３０日に公表しました「平成２２年３月期 第２四半期決算短信」に一部誤りがありまし
たので、下記のとおり訂正いたします。 
 

記 
 
 訂正箇所（下線で表示） 
 
 ４ページ 
  定性的情報・財務諸表等 
  ２．連結財政状態に関する定性的情報 
  （キャッシュ・フローの状況） 
 
 ８ページ 
  定性的情報・財務諸表等 
  ５．四半期連結財務諸表 
  （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 
 
 （訂正前） 
 
  （前略） 
   「営業活動によるキャッシュ・フロー」 
   税金等調整前四半期純利益が461百万円、売上債権の減少による収入が2,013百万円あり、未成工事受入金 
    の減少、仕入債務の減少等による支出を補い、営業活動によるキャッシュ・フローは1,430百万円の収入   
  （前年同四半期比240.7％増）となりました。   
   「投資活動によるキャッシュ・フロー」 
  有価証券の取得、有形固定資産の取得による支出等により、219百万円の支出（同20.5％増）となりました。
    （後略） 
 
 
 （訂正後） 
 
  （前略） 
   「営業活動によるキャッシュ・フロー」 
   税金等調整前四半期純利益が461百万円、売上債権の減少による収入が2,013百万円あり、未成工事支出金 
    の増加、仕入債務の減少等による支出を補い、営業活動によるキャッシュ・フローは1,417百万円の収入   
  （前年同四半期比237.5％増）となりました。   
   「投資活動によるキャッシュ・フロー」 
  有価証券の取得、有形固定資産の取得による支出等により、206百万円の支出（同13.3％増）となりました。
    （後略）
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（訂正前） 
 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年9月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 695,367 461,878

減価償却費 136,348 132,467

投資有価証券評価損益（△は益） 28,870 △5,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,921 △6,062

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,558 △143,184

退職給付引当金の増減額（△は減少） 923 △32,190

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,193 △66

工事損失引当金の増減額（△は減少） 8,500 3,000

受取利息及び受取配当金 △7,772 △4,969

支払利息 11,383 11,165

為替差損益（△は益） 3,800 489

投資有価証券売却損益（△は益） △292 －

有形固定資産売却損益（△は益） 645 △6,754

その他の損益（△は益） 1,107 18,147

固定資産廃棄損 257 19

売上債権の増減額（△は増加） 1,107,366 2,013,783

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,270,657 △351,756

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,156 9,522

その他の流動資産の増減額（△は増加） △40,010 47,633

仕入債務の増減額（△は減少） 755,786 △976,195

未成工事受入金の増減額（△は減少） 792,782 496,756

その他の流動負債の増減額（△は減少） △168,330 47,535

小計 906,632 1,716,194

利息及び配当金の受取額 7,772 4,969

利息の支払額 △11,698 △10,066

法人税等の支払額 △482,760 △280,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 419,946 1,430,643

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △16 △141,000

有価証券の売却による収入 19,986 －

有形固定資産の取得による支出 △193,614 △110,244

有形固定資産の売却による収入 1,469 38,083

無形固定資産の取得による支出 △6,861 △3,290

投資有価証券の取得による支出 △866 △1,851

投資有価証券の売却による収入 353 －

貸付けによる支出 △1,200 －

貸付金の回収による収入 319 319

その他 △2,095 △1,908

投資活動によるキャッシュ・フロー △182,525 △219,892
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（訂正後） 
 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年9月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 695,367 461,878

減価償却費 136,348 132,467

投資有価証券評価損益（△は益） 28,870 △5,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,921 △6,062

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,558 △143,184

退職給付引当金の増減額（△は減少） 923 △32,190

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,193 △66

工事損失引当金の増減額（△は減少） 8,500 3,000

受取利息及び受取配当金 △7,772 △4,969

支払利息 11,383 11,165

為替差損益（△は益） 3,800 489

投資有価証券売却損益（△は益） △292 －

有形固定資産売却損益（△は益） 645 △6,754

その他の損益（△は益） 1,107 4,988

固定資産廃棄損 257 19

売上債権の増減額（△は増加） 1,107,366 2,013,783

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,270,657 △351,756

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,156 9,522

その他の流動資産の増減額（△は増加） △40,010 47,633

仕入債務の増減額（△は減少） 755,786 △976,195

未成工事受入金の増減額（△は減少） 792,782 496,756

その他の流動負債の増減額（△は減少） △168,330 47,535

小計 906,632 1,703,035

利息及び配当金の受取額 7,772 4,969

利息の支払額 △11,698 △10,066

法人税等の支払額 △482,760 △280,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 419,946 1,417,484

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △16 △141,000

有価証券の売却による収入 19,986 －

有形固定資産の取得による支出 △193,614 △110,244

有形固定資産の売却による収入 1,469 38,083

無形固定資産の取得による支出 △6,861 △3,290

投資有価証券の取得による支出 △866 △1,851

投資有価証券の売却による収入 353 －

貸付けによる支出 △1,200 －

貸付金の回収による収入 319 319

保険積立金の解約による収入 － 13,158

その他 △2,095 △1,908

投資活動によるキャッシュ・フロー △182,525 △206,733

 
以  上 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,620,586 3,484,609

受取手形・完成工事未収入金等 6,101,767 8,100,072

有価証券 276,229 －

未成工事支出金 4,843,854 4,488,523

その他のたな卸資産 182,083 189,015

繰延税金資産 300,678 300,665

その他 29,539 76,954

貸倒引当金 △3,298 △9,184

流動資産合計 15,351,440 16,630,655

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,223,222 3,182,205

機械、運搬具及び工具器具備品 1,915,878 1,837,965

土地 1,455,674 1,481,675

リース資産 37,824 23,496

建設仮勘定 310,355 32,622

減価償却累計額 △3,180,327 △3,006,394

有形固定資産合計 3,762,628 3,551,570

無形固定資産 99,851 100,764

投資その他の資産   

投資有価証券 385,841 332,437

繰延税金資産 277,377 296,734

その他 138,991 154,774

貸倒引当金 △28,097 △28,274

投資その他の資産合計 774,113 755,672

固定資産合計 4,636,592 4,408,006

資産合計 19,988,033 21,038,662

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,201,923 3,912,117

短期借入金 661,150 2,044,500

リース債務 7,441 4,934

未払金 1,461,860 1,505,402

未払費用 264,846 256,654

未払法人税等 233,408 299,077

未成工事受入金 3,188,348 2,691,591

完成工事補償引当金 23,943 24,010

工事損失引当金 3,000 －



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

賞与引当金 520,299 623,484

役員賞与引当金 20,000 60,000

その他 42,669 26,316

流動負債合計 9,628,891 11,448,089

固定負債   

長期借入金 570,575 19,500

リース債務 26,010 16,208

退職給付引当金 667,348 668,913

役員退職慰労引当金 199,939 230,566

固定負債合計 1,463,873 935,187

負債合計 11,092,765 12,383,277

純資産の部   

株主資本   

資本金 885,320 885,320

資本剰余金 1,475,320 1,475,320

利益剰余金 6,828,451 6,709,784

自己株式 △6,485 △6,485

株主資本合計 9,182,606 9,063,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34,873 5,914

為替換算調整勘定 △322,210 △414,467

評価・換算差額等合計 △287,337 △408,553

純資産合計 8,895,268 8,655,385

負債純資産合計 19,988,033 21,038,662



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 11,283,322 10,191,337

売上原価 9,438,594 8,615,699

売上総利益 1,844,727 1,575,637

販売費及び一般管理費 1,131,363 1,115,314

営業利益 713,363 460,323

営業外収益   

受取利息 3,893 1,636

受取配当金 3,879 3,333

受取地代家賃 15,018 15,066

その他 20,304 12,837

営業外収益合計 43,096 32,872

営業外費用   

支払利息 11,383 11,165

債権売却損 7,875 3,655

コミットメントフィー 5,260 5,239

投資有価証券評価損 12,940 －

その他 753 4,115

営業外費用合計 38,212 24,176

経常利益 718,246 469,020

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,921 6,062

固定資産売却益 － 6,763

役員退職慰労引当金戻入額 － 8,030

特別利益合計 7,921 20,856

特別損失   

固定資産処分損 2,685 19

固定資産売却損 645 8

投資有価証券評価損 15,930 999

たな卸資産評価損 11,419 －

過年度関税等支払額 － 26,870

その他 120 100

特別損失合計 30,801 27,998

税金等調整前四半期純利益 695,367 461,878

法人税等 288,552 214,789

四半期純利益 406,814 247,088



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 695,367 461,878

減価償却費 136,348 132,467

投資有価証券評価損益（△は益） 28,870 △5,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,921 △6,062

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,558 △143,184

退職給付引当金の増減額（△は減少） 923 △32,190

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,193 △66

工事損失引当金の増減額（△は減少） 8,500 3,000

受取利息及び受取配当金 △7,772 △4,969

支払利息 11,383 11,165

為替差損益（△は益） 3,800 489

投資有価証券売却損益（△は益） △292 －

有形固定資産売却損益（△は益） 645 △6,754

その他の損益（△は益） 1,107 4,988

固定資産廃棄損 257 19

売上債権の増減額（△は増加） 1,107,366 2,013,783

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,270,657 △351,756

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,156 9,522

その他の流動資産の増減額（△は増加） △40,010 47,633

仕入債務の増減額（△は減少） 755,786 △976,195

未成工事受入金の増減額（△は減少） 792,782 496,756

その他の流動負債の増減額（△は減少） △168,330 47,535

小計 906,632 1,703,035

利息及び配当金の受取額 7,772 4,969

利息の支払額 △11,698 △10,066

法人税等の支払額 △482,760 △280,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 419,946 1,417,484

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △16 △141,000

有価証券の売却による収入 19,986 －

有形固定資産の取得による支出 △193,614 △110,244

有形固定資産の売却による収入 1,469 38,083

無形固定資産の取得による支出 △6,861 △3,290

投資有価証券の取得による支出 △866 △1,851

投資有価証券の売却による収入 353 －

貸付けによる支出 △1,200 －

貸付金の回収による収入 319 319

保険積立金の解約による収入 － 13,158

その他 △2,095 △1,908



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △182,525 △206,733

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（△は減少） 380,000 △1,500,000

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 △61,887 △35,575

配当金の支払額 △126,880 △126,626

リース債務の返済による支出 － △2,735

財務活動によるキャッシュ・フロー 191,231 △964,936

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51,334 24,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 377,318 270,750

現金及び現金同等物の期首残高 2,387,853 3,484,609

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,765,172 3,755,359




