
 

 

平成 25 年 5 月 28 日 

各    位 

会 社 名  川田テクノロジーズ株式会社 

代表者名  代表取締役社長  川田 忠裕 

（コード番号 3443 東証・大証第１部） 

問合せ先  経理部長    宮田 謙作 

（TEL．03－3915－7632） 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 25 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
  

 平成 25 年５月 10 日に公表いたしました「平成 25 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内

容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。また、数値データ

にも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しています。 

 

記 

１．訂正理由 

当社の連結子会社である川田建設株式会社は、国土交通省関東地方整備局、近畿地方整備局およ

び福島県が発注するプレストレスト・コンクリートによる橋梁の新設工事の入札に関し、平成 16

年 10 月 15 日付で公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除勧告を受けました。これに伴う課徴

金および違約金は納付済みであり、損害賠償金および遅延利息について見込額を計上していました

が、平成 25 年 5 月 10 日付で国土交通省より平成 25 年 5 月 20 日付で福島県よりそれぞれ損害賠償

金および遅延利息の請求を受けました。その結果、見込額との差額を特別利益として 298 百万円計

上しました。また、同社の減損損失について当社にて回収可能性の計算を見直した結果新たに減損

損失（特別損失）が 365 百万円発生したこと、持分法適用会社の損益状況を精査した結果持分法投

資利益を 80 百万円減額したこと等により、決算短信を訂正することといたしました。 

 

２．訂正内容 

【サマリー情報】 「1.平成 25 年 3 月期の連結業績」 

【訂正前】 
１．平成 25 年 3 月期の連結業績（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 87,624 9.8 2,038 208.9 1,709 ― 1,121 781.1
24年3月期 79,769 △18.8 660 △70.5 111 △96.6 127 △96.1 

(注) 包括利益 25年3月期 1,193百万円(  159.2％) 24年3月期 460百万円(  △86.2％)

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 196.79 ― 4.0 1.8 2.3
24年3月期 22.33 ― 0.5 0.1 0.8 
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(参考) 持分法投資損益  25年3月期 582百万円 24年3月期 68百万円

 
（２）連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 92,637 28,622 30.7 4,991.04
24年3月期 93,473 27,782 29.6 4,851.62 

(参考) 自己資本  25年3月期 28,441百万円  24年3月期 27,649百万円

 
（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

25年3月期 3,323 △1,091 △1,969 6,600
24年3月期 7,478 △1,891 △5,799 6,281

 

【訂正後】 
１．平成 25 年 3 月期の連結業績（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 87,624 9.8 2,038 208.9 1,629 ― 954 650.1
24年3月期 79,769 △18.8 660 △70.5 111 △96.6 127 △96.1 

(注) 包括利益 25年3月期 1,061百万円(  130.6％) 24年3月期 460百万円(  △86.2％)

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 167.54 ― 3.4 1.8 2.3
24年3月期 22.33 ― 0.5 0.1 0.8 

(参考) 持分法投資損益  25年3月期 502百万円 24年3月期 68百万円

 
（２）連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 92,191 28,456 30.7 4,961.79
24年3月期 93,473 27,782 29.6 4,851.62 

(参考) 自己資本  25年3月期 28,274百万円  24年3月期 27,649百万円

（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

25年3月期 3,323 △1,101 △1,969 6,590
24年3月期 7,478 △1,891 △5,799 6,281

 

【サマリー情報】 「2.配当の状況」 

【訂正前】 
２．配当の状況 

 年間配当金 

 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

配当金総額 

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産 

配当率 

(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 173 134.3 0.6
25年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 173 15.2 0.6

26年3月期(予想) ― ― ― 30.00 30.00  34.2 
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【訂正後】 
２．配当の状況 

 年間配当金 

 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

配当金総額 

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産 

配当率 

(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 173 134.3 0.6
25年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 173 17.9 0.6

26年3月期(予想) ― ― ― 30.00 30.00  34.2 

 

【サマリー情報】 「3.平成 26 年 3 月期の連結業績予想」 

【訂正前】 
３．平成 26 年 3 月期の連結業績予想（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 90,000 2.7 1,000 △51.0 700 △59.1 500 △55.4 87.74

 

【訂正後】 
３．平成 26 年 3 月期の連結業績予想（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 90,000 2.7 1,000 △51.0 700 △57.0 500 △47.6 87.74

 

【サマリー情報】 「（参考）個別業績の概要」 

【訂正前】 

（参考）個別業績の概要 
平成 25 年 3 月期の個別業績（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 443 △41.7 28 △90.4 △35 ― 32 △81.5
24年3月期 760 △65.9 298 △83.2 227 △86.6 176 △89.7

 

 １株当たり当期純利益 潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭

25年3月期 5.65  ― 

24年3月期 30.48  ― 

 
（２）個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 22,652 18,043 79.7 3,122.83

24年3月期 23,226 18,184 78.3 3,147.02 
(参考) 自己資本 25年3月期 18,043百万円  24年3月期 18,184百万円

 

【訂正後】 

（参考）個別業績の概要 
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平成 25 年 3 月期の個別業績（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 443 △41.7 28 △90.4 △35 ― 7 △95.7
24年3月期 760 △65.9 298 △83.2 227 △86.6 176 △89.7

 

 １株当たり当期純利益 潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭

25年3月期 1.30  ― 

24年3月期 30.48  ― 

 
（２）個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 22,652 18,017 79.5 3,118.48

24年3月期 23,226 18,184 78.3 3,147.02 
(参考) 自己資本 25年3月期 18,017百万円  24年3月期 18,184百万円

 

【２ページ】「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析①当期の経営成

績」  

【訂正前】 
１．経営成績・財政状態に関する分析 
（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 
（中略） 

収益面につきましては、営業利益は 2,038 百万円（前年同期は営業利益 660 百万円）、経常利

益 1,709 百万円（前年同期は経常利益 111 百万円）、当期純利益 1,121 百万円（前年同期は当期

純利益 127 百万円）の計上となりました。 
（後略） 

 
【訂正後】 
（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 
（中略） 

収益面につきましては、営業利益は 2,038 百万円（前年同期は営業利益 660 百万円）、経常利

益 1,629 百万円（前年同期は経常利益 111 百万円）、当期純利益 954 百万円（前年同期は当期純

利益 127 百万円）の計上となりました。 
（後略） 

 
【３ページ】 「（２）財政状態に関する分析」 
【訂正前】 
（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 
当連結会計年度末における「資産の部」は 92,637 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 836

百万円（前連結会計年度比△0.9％）減少しました。これは主に、前連結会計年度の完成工事物件

の工事代金回収が進み完成工事未収入金が 651 百万円減少したこと等によるものであります。 

また、「負債の部」は 64,014 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,676 百万円（前連結会

計年度比△2.6％）減少しました。これは主に、工事代金回収が進んだことにより長期借入金を

2,116 百万円返済したこと、不採算工事物件の完成が進んだことにより工事損失引当金が 596 百万

円減少したこと等によるものであります。 

一方、「純資産の部」は 28,622 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 840 百万円（前連結会
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計年度比＋3.0％）増加しました。これは、当連結会計年度の当期純利益を計上したことによる利

益剰余金の増加によるものであります。 

 
② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、319

百万円増加し 6,600 百万円（前連結会計年度比＋5.1％）となりました。 

（中略） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,091 百万円の資金減少（前

連結会計年度は 1,891 百万円の資金減少）となりました。これは主に、設備投資による固定資産

の取得等によるものであります。 

（後略） 
 
【訂正後】 
（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 
当連結会計年度末における「資産の部」は 92,191 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,281

百万円（前連結会計年度比△1.3％）減少しました。これは主に、前連結会計年度の完成工事物件

の工事代金回収が進み完成工事未収入金が 651 百万円減少したこと等によるものであります。 

また、「負債の部」は 63,735 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,955 万円（前連結会計

年度比△3.0％）減少しました。これは主に、工事代金回収が進んだことにより長期借入金を 2,116

百万円返済したこと、不採算工事物件の完成が進んだことにより工事損失引当金が 596 百万円減

少したこと等によるものであります。 

一方、「純資産の部」は 28,456 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 673 百万円（前連結会

計年度比＋2.4％）増加しました。これは、当連結会計年度の当期純利益を計上したことによる利

益剰余金の増加によるものであります。 
② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、309

百万円増加し 6,590 百万円（前連結会計年度比＋4.9％）となりました。 

（中略） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,101 百万円の資金減少（前

連結会計年度は 1,891 百万円の資金減少）となりました。これは主に、設備投資による固定資産

の取得等によるものであります。 

（後略） 
 

【７・８ページ】「４．連結財務諸表（１）連結貸借対照表」 

【訂正前】 

４．連結財務諸表     
 （１）連結貸借対照表     
    (単位：百万円)

  
前連結会計年度 

(平成 24 年３月 31 日) 
 

当連結会計年度 

(平成 25 年３月 31 日) 

資産の部  

（中略） 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物・構築物 19,880  20,212
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   機械、運搬具及び工具器具備品 19,886  19,864

   航空機 3,635  4,395

   土地 ※3 16,985 ※3 16,955

   リース資産 4,188  4,102

   建設仮勘定 27  62

   減価償却累計額 △36,914  △38,578

   有形固定資産合計 ※4 27,690 ※4 27,014

  無形固定資産 880  768

  投資その他の資産  

   投資有価証券 ※4 882 ※4 931

   関係会社株式 19,001  19,129

   長期貸付金 526  497

   その他 ※2※4 2,379 ※2※4 2,232

   貸倒引当金 △703  △795

   投資その他の資産合計 22,086  21,995

  固定資産合計 50,658  49,777

 繰延資産  

  創立費 15  7

  繰延資産合計 15  7

 資産合計 93,473  92,637

負債の部  

 流動負債  

（中略） 

  損害補償損失引当金 808  812

  資産除去債務 5  5

  その他 2,727  2,478

  流動負債合計 45,453  45,948

（中略） 
 固定負債  

  社債 275  525

  長期借入金 ※4 11,557 ※4 9,391

  リース債務 2,061  1,818

  繰延税金負債 119  71

  再評価に係る繰延税金負債 ※3 1,948 ※3 1,942

  退職給付引当金 3,207  3,298

  役員退職慰労引当金 254  284

  事業構造改善引当金 40  -

  資産除去債務 142  149

  負ののれん 597  556

  その他 35  28

  固定負債合計 20,237  18,065

 負債合計 65,690  64,014

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,000  5,000

  資本剰余金 10,368  10,368

  利益剰余金 12,063  12,832

  自己株式 △276  △277

  株主資本合計 27,154  27,923

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 99  134

  土地再評価差額金 ※3 394 ※3 383

  その他の包括利益累計額合計 494  517

 少数株主持分 133  181

 純資産合計 27,782  28,622

負債純資産合計 93,473  92,637

 
【訂正後】 

４．連結財務諸表     
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 （１）連結貸借対照表     
    (単位：百万円)

  
前連結会計年度 

(平成 24 年３月 31 日) 
 

当連結会計年度 

(平成 25 年３月 31 日) 

資産の部  

（中略） 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物・構築物 19,880  20,212

   機械、運搬具及び工具器具備品 19,886  19,864

   航空機 3,635  4,395

   土地 ※3 16,985 ※3 16,589

   リース資産 4,188  4,102

   建設仮勘定 27  62

   減価償却累計額 △36,914  △38,578

   有形固定資産合計 ※4 27,690 ※4 26,648

  無形固定資産 880  768

  投資その他の資産  

   投資有価証券 ※4 882 ※4 931

   関係会社株式 19,001  19,049

   長期貸付金 526  497

   その他 ※2※4 2,379 ※2※4 2,232

   貸倒引当金 △703  △795

   投資その他の資産合計 22,086  21,915

  固定資産合計 50,658  49,331

 繰延資産  

  創立費 15  7

  繰延資産合計 15  7

 資産合計 93,473  92,191

負債の部  

 流動負債  

（中略） 

  損害補償損失引当金  

  資産除去債務 

808

5  

208

5

  その他 2,727  2,784

  流動負債合計 45,453  45,650

 固定負債  

  社債 275  525

  長期借入金 ※4 11,557 ※4 9,391

  リース債務 2,061  1,818

  繰延税金負債 119  96

  再評価に係る繰延税金負債 ※3 1,948 ※3 1,936

  退職給付引当金 3,207  3,298

  役員退職慰労引当金 254  284

  事業構造改善引当金 40  -

  資産除去債務 142  149

  負ののれん 597  556

  その他 35  28

  固定負債合計 20,237  18,084

 負債合計 65,690  63,735

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,000  5,000

  資本剰余金 10,368  10,368

  利益剰余金 12,063  12,630

  自己株式 △276  △277

  株主資本合計 27,154  27,721

 その他の包括利益累計額  
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  その他有価証券評価差額金 99  134

  土地再評価差額金 ※3 394 ※3 418

  その他の包括利益累計額合計 494  553

 少数株主持分 133  181

 純資産合計 27,782  28,456

負債純資産合計 93,473  92,191

 
【９・１０ページ】「４．連結財務諸表（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書」 
【訂正前】 

 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

   連結損益計算書     
    (単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

（中略） 
営業外収益  

 受取利息 13  9

 受取配当金 42  31

 受取賃貸料 226  192

 貸倒引当金戻入額 352  21

 負ののれん償却額 42  42

 持分法による投資利益 68  582

 その他 145  160

 営業外収益合計 891  1,039

営業外費用  

 支払利息 844  819

 賃貸費用 505  486

 その他 90  63

 営業外費用合計 1,439  1,368

経常利益 111  1,709

特別利益  

 固定資産売却益 ※3 0 ※3 101

 事業構造改善引当金戻入額 260  10

 保険差益 369  2

 その他 63  22

 特別利益合計 693  137

特別損失  

 固定資産売却損 ※4 0 ※4 -

 固定資産除却損 ※5 24 ※5 134

 減損損失 - ※7 272

（中略） 
 特別損失合計 309  531

税金等調整前当期純利益 496  1,316

法人税、住民税及び事業税 95  184

法人税等調整額 305  △37

法人税等合計 401  147

少数株主損益調整前当期純利益 94  1,169

少数株主利益又は少数株主損失（△） △32  47

当期純利益 127  1,121

 

   連結包括利益計算書     
    (単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日)

少数株主損益調整前当期純利益 94  1,169

その他の包括利益  
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 その他有価証券評価差額金 58  16

 土地再評価差額金 295  △11

 持分法適用会社に対する持分相当額 11  18

 その他の包括利益合計 ※ 365 ※ 24

包括利益 460  1,193

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 492  1,144

 少数株主に係る包括利益 △31  48

 
【訂正後】 

 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

   連結損益計算書     
    (単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

（中略） 
営業外収益  

 受取利息 13  9

 受取配当金 42  31

 受取賃貸料 226  192

 貸倒引当金戻入額 352  21

 負ののれん償却額 42  42

 持分法による投資利益 68  502

 その他 145  160

 営業外収益合計 891  959

営業外費用  

 支払利息 844  819

 賃貸費用 505  486

 その他 90  63

 営業外費用合計 1,439  1,368

経常利益 111  1,629

特別利益  

 固定資産売却益 ※3 0 ※3 101

 損害補償損失引当金戻入額 －  300

 事業構造改善引当金戻入額 260  10

 保険差益 369  2

 その他 63  20

 特別利益合計 693  435

特別損失  

 固定資産売却損 ※4 0 ※4 -

 固定資産除却損 ※5 24 ※5 134

 減損損失 - ※7 637

（中略） 
 特別損失合計 309  896

税金等調整前当期純利益 496  1,168

法人税、住民税及び事業税 95  184

法人税等調整額 305  △18

法人税等合計 401  166

少数株主損益調整前当期純利益 94  1,002

少数株主利益又は少数株主損失（△） △32  47

当期純利益 127  954

 

   連結包括利益計算書     
    (単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25年３月 31日)
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少数株主損益調整前当期純利益 94  1,002

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 58  16

 土地再評価差額金 295  24

 持分法適用会社に対する持分相当額 11  18

 その他の包括利益合計 ※ 365 ※ 59

包括利益 460  1,061

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 492  1,013

 少数株主に係る包括利益 △31  48

 
【１１・１２ページ】「４．連結財務諸表（３）連結株主資本等変動計算書」 
【訂正前】 

 （３）連結株主資本等変動計算書     
    (単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

株主資本  

（中略） 
 利益剰余金  

  当期首残高 12,220  12,063

  当期変動額  

   剰余金の配当 △284  △170

   当期純利益 127  1,121

   連結範囲の変動 -  △192

   土地再評価差額金の取崩 -  11

   当期変動額合計 △157  769

  当期末残高 12,063  12,832

（中略） 
 株主資本合計  

  当期首残高 27,312  27,154

  当期変動額  

   剰余金の配当 △284  △170

   当期純利益 127  1,121

   連結範囲の変動 -  △192

   土地再評価差額金の取崩 -  11

   自己株式の取得 △0  △1

   自己株式の処分 -  0

   当期変動額合計 △157  768

  当期末残高 27,154  27,923

（中略） 

その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  当期首残高 30  99

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 69  34

   当期変動額合計 69  34

  当期末残高 99  134

 土地再評価差額金  

  当期首残高 99  394

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 295  △11

   当期変動額合計 295  △11

  当期末残高 394  383

 その他の包括利益累計額合計  

  当期首残高 129  494

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 364  23
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   当期変動額合計 364  23

  当期末残高 494  517

（中略） 

純資産合計  

 当期首残高 27,607  27,782

 当期変動額  

  剰余金の配当 △284  △170

  当期純利益 127  1,121

  連結範囲の変動 -  △192

  土地再評価差額金の取崩 -  11

  自己株式の取得 △0  △1

  自己株式の処分 -  0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 332  71

  当期変動額合計 175  840

 当期末残高 27,782  28,622

 
【訂正後】 

 （３）連結株主資本等変動計算書     
    (単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

株主資本  

（中略） 
 利益剰余金  

  当期首残高 12,220  12,063

  当期変動額  

   剰余金の配当 △284  △170

   当期純利益 127  954

   連結範囲の変動 -  △192

   土地再評価差額金の取崩 -  △24

   当期変動額合計 △157  567

  当期末残高 12,063  12,630

（中略） 
 株主資本合計  

  当期首残高 27,312  27,154

  当期変動額  

   剰余金の配当 △284  △170

   当期純利益 127  954

   連結範囲の変動 -  △192

   土地再評価差額金の取崩 -  △24

   自己株式の取得 △0  △1

   自己株式の処分 -  0

   当期変動額合計 △157  566

  当期末残高 27,154  27,721

（中略） 
その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  当期首残高 30  99

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 69  34

   当期変動額合計 69  34

  当期末残高 99  134

 土地再評価差額金  

  当期首残高 99  394

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 295  24

   当期変動額合計 295  24

―　11　―



 

  当期末残高 394  418

 その他の包括利益累計額合計  

  当期首残高 129  494

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 364  58

   当期変動額合計 364  58

  当期末残高 494  553

（中略） 

純資産合計  

 当期首残高 27,607  27,782

 当期変動額  

  剰余金の配当 △284  △170

  当期純利益 127  954

  連結範囲の変動 -  △192

  土地再評価差額金の取崩 -  △24

  自己株式の取得 △0  △1

  自己株式の処分 -  0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 332  106

  当期変動額合計 175  673

 当期末残高 27,782  28,456

 
【１３．１４ページ】「４．連結財務諸表（４）連結キャッシュ・フロー計算書」 
【訂正前】 
 （４）連結キャッシュ・フロー計算書     
    (単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 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 496  1,316

 減価償却費 2,242  2,411

 減損損失 -  272

（中略） 
 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） 2  4

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 2  △30

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30  15

 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △260  △40

 災害損失引当金の増減額（△は減少） △77  -

 受取利息及び受取配当金 △56  △40

 支払利息 844  819

 持分法による投資損益（△は益） △68  △582

（中略） 

 その他 971  594

 小計 7,139  3,406

（中略） 
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 △3  △6

 定期預金の払戻による収入 150  203

 有形固定資産の取得による支出 △2,157  △1,109

 有形固定資産の売却による収入 301  157

 無形固定資産の取得による支出 △257  △363

 投資有価証券の取得による支出 △9  △25

 投資有価証券の売却による収入 0  16

 貸付けによる支出 △15  △41

 貸付金の回収による収入 41  66

 利息及び配当金の受取額 56  43

 その他 2  △32

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,891  △1,091

（中略） 
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △213  266

現金及び現金同等物の期首残高 6,494  6,281

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少） 
-  52

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,281 ※ 6,600

 
【訂正後】 
 （４）連結キャッシュ・フロー計算書     
    (単位：百万円)

  

前連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 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 496  1,168

 減価償却費 2,242  2,411

 減損損失 -  637

（中略） 
 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） 2  △600

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 2  △30

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30  15

 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △260  △40

 災害損失引当金の増減額（△は減少） △77  -

 受取利息及び受取配当金 △56  △40

 支払利息 844  819

 持分法による投資損益（△は益） △68  △502

（中略） 

 その他 971  900

 小計 7,139  3,406

（中略） 
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 △3  △16

 定期預金の払戻による収入 150  203

 有形固定資産の取得による支出 △2,157  △1,109

 有形固定資産の売却による収入 301  157

 無形固定資産の取得による支出 △257  △363

 投資有価証券の取得による支出 △9  △25

 投資有価証券の売却による収入 0  16

 貸付けによる支出 △15  △41

 貸付金の回収による収入 41  66

 利息及び配当金の受取額 56  43

 その他 2  △32

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,891  △1,101

（中略） 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △213  256

現金及び現金同等物の期首残高 6,494  6,281

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少） 
-  52

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,281 ※ 6,590

 
【１９・２０ページ】「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記（連結貸借対照表関係）」 

【訂正前】 
(連結貸借対照表関係) 

※３ 連結子会社の川田工業㈱及び川田建設㈱は「土地の再評価に関する法律」(平成 10 年３月 31 日

公布法律第 34 号)に基づき、事業用の土地(投資その他の資産「その他」を含む)の再評価を行い、当該

再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 
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(川田建設㈱) 
・再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号)第２条第３号に定める固

定資産税評価額及び第２条第４号に定める地価税法の時価(路線価)に合理的な調整をして算出 

・再評価を行った年月日 平成 14 年３月 31 日 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

再評価を行った土地の期末における 
時価と再評価後の帳簿価額との差額 

952百万円 1,021百万円 

※４ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。 

担保に供している資産 

 前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

現金預金 33百万円 33百万円 

建物・構築物 2,666 〃 2,367 〃 

 (1,853 〃 ) (1,611 〃 ) 

機械、運搬具及び工具器具備品 48 〃  17 〃 

 (48 〃 ) (17 〃 ) 

航空機 458 〃  848 〃 

土地 14,132 〃  14,119 〃 

 (11,587 〃 ) (11,076 〃 ) 

投資有価証券 274 〃 113 〃 

投資その他の資産「その他」 545 〃  545 〃 

計 18,159 〃  18,045 〃 

 
【訂正後】 
(連結貸借対照表関係) 

※３ 連結子会社の川田工業㈱及び川田建設㈱は「土地の再評価に関する法律」(平成 10 年３月
31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用の土地(投資その他の資産「その他」を含む)の再評価を
行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 
(川田建設㈱) 
・再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号)第２条第３号に定める固

定資産税評価額及び第２条第４号に定める地価税法の時価(路線価)に合理的な調整をして算出 

・再評価を行った年月日 平成 14 年３月 31 日 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

再評価を行った土地の期末における 
時価と再評価後の帳簿価額との差額 

952百万円 656百万円 

※４ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。 

担保に供している資産 

 前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

現金預金 33百万円 33百万円 

建物・構築物 2,666 〃 2,367 〃 

 (1,853 〃 ) (1,611 〃 ) 

機械、運搬具及び工具器具備品 48 〃  17 〃 
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 (48 〃 ) (17 〃 ) 

航空機 458 〃  848 〃 

土地 14,132 〃  13,787 〃 

 (11,587 〃 ) (11,076 〃 ) 

投資有価証券 274 〃 113 〃 

投資その他の資産「その他」 545 〃  545 〃 

計 18,159 〃  17,713 〃 

 
【２２ページ】「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記（連結損益計算書関係）」 

【訂正前】 

(連結損益計算書関係) 

※７ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

場所 用途 種類 金額(百万円) 

大分県杵築市 ＰＣ製品製造設備 建物・構築物 223 

大分県杵築市 ＰＣ製品製造設備 機械、運搬具及び工
具器具備品 35 

大分県杵築市 ＰＣ製品製造設備 土地 12 

合   計 272 

 
【訂正後】 

(連結損益計算書関係) 

※７ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

場所 用途 種類 金額(百万円) 

栃木県那須塩
原市 ＰＣ製品製造設備 土地 365 

大分県杵築市 ＰＣ製品製造設備 建物・構築物 223 

大分県杵築市 ＰＣ製品製造設備 機械、運搬具及び工
具器具備品 35 

大分県杵築市 ＰＣ製品製造設備 土地 12 

合   計 637 

 

【２３ページ】「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記（連結包括利益計算書関係）」 

【訂正前】 

(連結包括利益計算書関係) 

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額  

 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

その他有価証券評価差額金   
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当期発生額 86百万円 39百万円 

組替調整額 ― 〃 1 〃 

税効果調整前 86 〃 40 〃 

税効果額  △27 〃 △24 〃 

その他有価証券評価差額金 58 〃 16 〃 

   

土地再評価差額金   

当期発生額 ― 〃 △17 〃 

組替調整額 ― 〃 ― 〃 

税効果調整前 ― 〃 △17 〃 

税効果額 295 〃 6 〃 

土地再評価差額金 295 〃 △11 〃 

   

持分法適用会社に対する持分相当額   

当期発生額 11 〃 18 〃 

その他の包括利益合計 365 〃 24 〃 

 
【訂正後】 

(連結包括利益計算書関係) 

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額  

 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 86百万円 39百万円 

組替調整額 ― 〃 1 〃 

税効果調整前 86 〃 40 〃 

税効果額  △27 〃 △24 〃 

その他有価証券評価差額金 58 〃 16 〃 

   

土地再評価差額金   

当期発生額 ― 〃 12 〃 

組替調整額 ― 〃 ― 〃 

税効果調整前 ― 〃 12 〃 

税効果額 295 〃 11 〃 

土地再評価差額金 295 〃 24 〃 

   

持分法適用会社に対する持分相当額   

当期発生額 11 〃 18 〃 

その他の包括利益合計 365 〃 59 〃 

 

【２４ページ】「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記（連結キャッシュ・フロー関

係）」 

【訂正前】 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

―　16　―



 

 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

現金預金勘定 6,362百万円 6,687百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △81 〃 △87 〃 

現金及び現金同等物 6,281 〃 6,600 〃 

 
【訂正後】 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

現金預金勘定 6,362百万円 6,687百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △81 〃 △97 〃 

現金及び現金同等物 6,281 〃 6,590 〃 

 
【２６ページ】「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記（セグメント情報等）（セグメ
ント情報）」 
【訂正前】 

(セグメント情報等) 

(セグメント情報) 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 
当連結会計年度(自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日) 

     (単位：百万円)

報告セグメント 

 

鉄構 土木 建築 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 40,348 23,948 14,140 78,437 9,187 87,624

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

849 187 16 1,053 522 1,575

計 41,198 24,135 14,156 79,490 9,709 89,200

セグメント利益 1,480 529 502 2,512 470 2,982

セグメント資産 33,885 14,499 5,731 54,116 11,401 65,517

その他の項目  

  減価償却費 461 293 14 768 1,517 2,286

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

187 439 20 647 812 1,460

 
４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関す
る事項） 

  (単位：百万円) 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 56,494 54,116 

「その他」の区分の資産 10,590 11,401 

―　17　―



 

全社資産(注) 26,388 27,119 

連結財務諸表の資産合計 93,473 92,637 

 
【訂正後】 

(セグメント情報等) 

(セグメント情報) 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 
当連結会計年度(自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日) 

     (単位：百万円)

報告セグメント 

 
鉄構 土木 建築 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 40,348 23,948 14,140 78,437 9,187 87,624

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

849 187 16 1,053 522 1,575

計 41,198 24,135 14,156 79,490 9,709 89,200

セグメント利益 1,480 529 502 2,512 470 2,982

セグメント資産 33,885 14,133 5,731 53,750 11,401 65,152

その他の項目  

  減価償却費 461 293 14 768 1,517 2,286

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

187 439 20 647 812 1,460

 
４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関す
る事項） 

  (単位：百万円) 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 56,494 53,750 

「その他」の区分の資産 10,590 11,401 

全社資産(注) 26,388 27,039 

連結財務諸表の資産合計 93,473 92,191 

 
【２８ページ】「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記（セグメント情報等）（報告セ
グメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）」 
【訂正前】 
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報) 

前連結会計年度(自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 
 当連結会計年度(自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日) 

     (単位：百万円) 

報告セグメント 
 

鉄構 土木 建築 計 
その他 合計 
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減損損失 ― 272 ― 272 ― 272 

 
【訂正後】 
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報) 

前連結会計年度(自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 
 当連結会計年度(自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日) 

     (単位：百万円) 

報告セグメント 
 

鉄構 土木 建築 計 
その他 合計 

減損損失 ― 637 ― 637 ― 637 

 
【２９ページ】「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記（１株当たり情報）」 
【訂正前】 

(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 4,851.62円 4,991.04円 

１株当たり当期純利益金額 22.33円 196.79円 

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

  ２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益 (百万円) 127 1,121 

普通株主に帰属しない
金額 

(百万円) ― ― 

普通株式に 
係る当期純利益 

(百万円) 127 1,121 

普通株式の 
期中平均株式数 

(千株) 5,699 5,698 

  ３ １株当たり純資産金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成25年３月31日) 

純資産の部の合計額 (百万円) 27,782 28,622 

純資産の部の合計額
から控除する金額 

(百万円) 133 181 

(うち少数株主持分) (百万円) (133) (181) 

普通株式に 
係る期末の純資産額 

(百万円) 27,649 28,441 

１株当たり純資産額
の算定に用いられた
期末の普通株式の数 

(千株) 5,699 5,698 

 
【訂正後】 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 4,851.62円 4,961.79円 

１株当たり当期純利益金額 22.33円 167.54円 

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

  ２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益 (百万円) 127 954 

普通株主に帰属しない
金額 

(百万円) ― ― 

普通株式に 
係る当期純利益 

(百万円) 127 954 

普通株式の 
期中平均株式数 

(千株) 5,699 5,698 

  ３ １株当たり純資産金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成25年３月31日) 

純資産の部の合計額 (百万円) 27,782 28,456 

純資産の部の合計額
から控除する金額 

(百万円) 133 181 

(うち少数株主持分) (百万円) (133) (181) 

普通株式に 
係る期末の純資産額 

(百万円) 27,649 28,274 

１株当たり純資産額
の算定に用いられた
期末の普通株式の数 

(千株) 5,699 5,698 

 
【３１ページ】「５．個別財務諸表（１）貸借対照表」 
【訂正前】 
５．個別財務諸表     
 （１）貸借対照表     
    (単位：百万円)

  
前事業年度 

(平成 24 年３月 31 日) 
 

当事業年度 

(平成 25 年３月 31 日) 

（中略） 
負債の部  

（中略） 
 固定負債  

  リース債務 0  -

  長期未払金 4,642  4,200

  退職給付引当金 51  59

  固定負債合計 4,694  4,259

 負債合計 5,041  4,609

純資産の部  

（中略） 
  利益剰余金  

   その他利益剰余金  
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    繰越利益剰余金 3,886  3,745

   利益剰余金合計 3,886  3,745

  自己株式 △3  △4

  株主資本合計 18,184  18,043

負債純資産合計 23,226  22,652

 
【訂正後】 
５．個別財務諸表     
 （１）貸借対照表     
    (単位：百万円)

  
前事業年度 

(平成 24 年３月 31 日) 
 

当事業年度 

(平成 25 年３月 31 日) 

（中略） 
負債の部  

（中略） 
 固定負債  

  リース債務 0  -

  長期未払金 4,642  4,200

  繰延税金負債 -  25

  退職給付引当金 51  59

  固定負債合計 4,694  4,284

 負債合計 5,041  4,634

純資産の部  

（中略） 
  利益剰余金  

   その他利益剰余金  

    繰越利益剰余金 3,886  3,720

   利益剰余金合計 3,886  3,720

  自己株式 △3  △4

  株主資本合計 18,184  18,017

負債純資産合計 23,226  22,652

 
【３２ページ】「５．個別財務諸表（２）損益計算書」 
【訂正前】 
 （２）損益計算書     
    (単位：百万円)

  

前事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

（中略） 
税引前当期純利益 227  35

法人税、住民税及び事業税 5  2

法人税等調整額 46  -

法人税等合計 51  2

当期純利益 176  32

 
【訂正後】 
 （２）損益計算書     
    (単位：百万円)

  

前事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

（中略） 
税引前当期純利益 227  35

法人税、住民税及び事業税 5  2

法人税等調整額 46  25
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法人税等合計 51  27

当期純利益 176  7

 
【３３・３４ページ】「５．個別財務諸表（３）株主資本等変動計算書」 
【訂正前】 
 （３）株主資本等変動計算書     
    (単位：百万円)

  

前事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

（中略） 
 利益剰余金  

  その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  

    当期首残高 3,999  3,886

    当期変動額  

     剰余金の配当 △288  △173

     当期純利益 176  32

     当期変動額合計 △112  △140

    当期末残高 3,886  3,745

  利益剰余金合計  

   当期首残高 3,999  3,886

   当期変動額  

    剰余金の配当 △288  △173

    当期純利益 176  32

    当期変動額合計 △112  △140

   当期末残高 3,886  3,745

（中略） 
 株主資本合計  

  当期首残高 18,297  18,184

  当期変動額  

   剰余金の配当 △288  △173

   当期純利益 176  32

   自己株式の取得 △0  △1

   自己株式の処分 -  0

   当期変動額合計 △113  △141

  当期末残高 18,184  18,043

純資産合計  

 当期首残高 18,297  18,184

 当期変動額  

  剰余金の配当 △288  △173

  当期純利益 176  32

  自己株式の取得 △0  △1

  自己株式の処分 -  0

  当期変動額合計 △113  △141

 当期末残高 18,184  18,043

 
【訂正後】 
 （３）株主資本等変動計算書     
    (単位：百万円)

  

前事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 年３月 31 日) 

 

当事業年度 

(自 平成 24 年４月１日 

 至 平成 25 年３月 31 日) 

（中略） 
 利益剰余金  

  その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  

    当期首残高 3,999  3,886
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    当期変動額  

     剰余金の配当 △288  △173

     当期純利益 176  7

     当期変動額合計 △112  △165

    当期末残高 3,886  3,720

  利益剰余金合計  

   当期首残高 3,999  3,886

   当期変動額  

    剰余金の配当 △288  △173

    当期純利益 176  7

    当期変動額合計 △112  △165

   当期末残高 3,886  3,720

（中略） 
 株主資本合計  

  当期首残高 18,297  18,184

  当期変動額  

   剰余金の配当 △288  △173

   当期純利益 176  7

   自己株式の取得 △0  △1

   自己株式の処分 -  0

   当期変動額合計 △113  △166

  当期末残高 18,184  18,017

純資産合計  

 当期首残高 18,297  18,184

 当期変動額  

  剰余金の配当 △288  △173

  当期純利益 176  7

  自己株式の取得 △0  △1

  自己株式の処分 -  0

  当期変動額合計 △113  △166

 当期末残高 18,184  18,017

 

  以上 
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