
 

 

 

平成 21 年 11 月 13 日 

各  位 

会 社 名 日 成 ビ ル ド 工 業 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 森岡 篤弘

（東証 1部・コード 1916）

問い合せ先 取締役管理本部長 西村 雄一

電 話 番 号 076-268-1111（代表） 

 

（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 11 月５日に公表した「平成 22 年３月期 第２四半期決算短信」の一部に訂正すべき事

項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
訂正箇所（訂正箇所は  を付して表示しております。） 
定性的情報・財務諸表等 
５．四半期財務諸表（３）四半期キャッシュ・フロー計算書（９ページ） 

 
【訂正前】 

                                                     （単位：千円） 

当第２四半期累計期間 

（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  

（略）  

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △881,414 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 218 

 小計 283,607 

 利息及び配当金の受取額 17,324 

 利息の支払額 △81,278 

 法人税等の支払額 △118,476 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 101,176 

（略）  

 

【訂正後】 
                                                     （単位：千円） 

当第２四半期累計期間 

（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  

（略）  

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △860,974 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 218 

 小計 304,047 

 利息及び配当金の受取額 17,324 

 利息の支払額 △81,278 

 法人税等の支払額 △138,916 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 101,176 

（略）  

 
以 上 

h.shimada
ＦＡＳＦ会員マーク



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 2,627,265

受取手形・完成工事未収入金 2,731,264

リース未収入金 2,414,249

販売用不動産 30,082

未成工事支出金 942,812

リース支出金 961,629

商品及び製品 282,080

仕掛品 62,656

原材料及び貯蔵品 413,612

その他 365,656

貸倒引当金 △13,794

流動資産合計 10,817,515

固定資産  

有形固定資産  

リース用建物 3,484,909

建物・構築物 6,136,864

機械、運搬具及び工具器具備品 3,726,148

土地 5,569,571

建設仮勘定 210

減価償却累計額 △8,665,614

有形固定資産計 10,252,090

無形固定資産  

その他 102,331

無形固定資産計 102,331

投資その他の資産  

投資有価証券 1,586,683

出資金 9,085

破産更生債権等 538,653

その他 1,054,343

貸倒引当金 △521,439

投資その他の資産計 2,667,325

固定資産合計 13,021,747

資産合計 23,839,263



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形・工事未払金等 3,482,045

短期借入金 5,979,948

1年内償還予定の社債 120,000

未払金 1,079,369

未払法人税等 51,620

未成工事受入金 898,921

リース前受収益 804,029

完成工事補償引当金 27,415

その他 215,217

流動負債合計 12,658,568

固定負債  

社債 980,000

長期借入金 579,700

退職給付引当金 701,898

役員退職慰労引当金 109,855

その他 64,201

固定負債合計 2,435,654

負債合計 15,094,222

純資産の部  

株主資本  

資本金 7,002,078

資本剰余金 1,914,045

利益剰余金 △54,955

自己株式 △123,188

株主資本合計 8,737,979

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 7,060

評価・換算差額等合計 7,060

純資産合計 8,745,040

負債純資産合計 23,839,263



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高  

完成工事高 5,670,922

リース収益 1,706,083

売上高合計 7,377,006

売上原価  

完成工事原価 4,908,670

リース原価 1,357,772

売上原価合計 6,266,442

売上総利益  

完成工事総利益 762,252

リース総利益 348,311

売上総利益合計 1,110,563

販売費及び一般管理費 1,467,106

営業損失（△） △356,542

営業外収益  

受取利息 4,411

受取配当金 12,912

賃貸不動産収入 68,277

その他 13,835

営業外収益合計 99,437

営業外費用  

支払利息 82,096

不動産賃貸原価 42,080

その他 9,335

営業外費用合計 133,512

経常損失（△） △390,617

特別利益  

固定資産売却益 52

償却債権取立益 5,949

特別利益合計 6,002

特別損失  

固定資産除却損 483

投資有価証券評価損 95,119

減損損失 12,533

特別損失合計 108,136

税引前四半期純損失（△） △492,750

法人税等 34,365

四半期純損失（△） △527,115



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △492,750

減価償却費 361,870

減損損失 12,533

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50,831

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,712

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,375

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 22,309

受取利息及び受取配当金 △17,324

支払利息 82,096

投資有価証券評価損益（△は益） 95,119

固定資産売却損益（△は益） △52

固定資産除却損 483

売上債権の増減額（△は増加） 2,714,535

破産更生債権等の増減額（△は増加） △40,031

たな卸資産の増減額（△は増加） 275,680

仕入債務の増減額（△は減少） △2,077,115

未成工事受入金の増減額（△は減少） 529,416

リース前受収益の増減額（△は減少） △169,765

その他の流動資産の増減額（△は増加） △188,647

その他投資等の増減額（△は増加） 2,954

その他の流動負債の増減額（△は減少） △860,974

その他の固定負債の増減額（△は減少） 218

小計 304,047

利息及び配当金の受取額 17,324

利息の支払額 △81,278

法人税等の支払額 △138,916

営業活動によるキャッシュ・フロー 101,176

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △6,600

定期預金の払戻による収入 19,800

有価証券の取得による支出 △62,563

有形固定資産の取得による支出 △92,783

有形固定資産の売却による収入 84,966

長期貸付けによる支出 △90

長期貸付金の回収による収入 15,537

出資金の回収による収入 3,640

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,092



（単位：千円）

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

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） 200,070

長期借入金の返済による支出 △280,200

リース債務の返済による支出 △3,821

自己株式の売却による収入 389

自己株式の取得による支出 △998

社債の償還による支出 △60,000

配当金の支払額 △153

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,628

現金及び現金同等物の期首残高 2,681,293

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,599,665




