
 

平成25年6月27日 

各  位 

会 社 名 太 平 電 業 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役 社長執行役員 野尻 穣 

（コード番号 1968 東証第一部） 

問合せ先 取締役常務執行役員  総務管理本部長 光富 勉 

（TEL. 03-5213-7211） 

 

（訂正） 

「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日に発表いたしました「平成25年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」

について、一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇

所には下線を付しております。 

 

 

記 

 

１. 訂正の理由 

決算短信の記載内容に誤りがあったことが判明したため、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正箇所 

 3 ページ  
１．経営成績・財政状態に関する分析 

（２）財政状態に関する分析 

 ②キャッシュ・フローの状況 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

  8 ページ 
  ４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 
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４．連結財務諸表 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  

19 ページ 
４．連結財務諸表 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

 

１．経営成績・財政状態に関する分析 
（２）財政状態に関する分析 

②キャッシュ・フローの状況 

 

（訂正前） 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは 4,318 百万円の増加（前連結会計年度比 5,366

百万円増）となりました。これは、主に売上債権の減少による資金の増加 3,982 百万円

があったことによるものです。 

 

（訂正後） 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動によるキャッシュ・フローは 4,318 百万円の増加（前連結会計年度比 5,366

百万円増）となりました。これは、主に売上債権の減少による資金の増加 4,270 百万円

があったことによるものです。 

 
 
 
 
 
 

 

 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（訂正前） 

（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 

 流動資産 

  現金預金 17,848 19,744

  受取手形・完成工事未収入金 ※5 26,489 ※5 22,207

  有価証券 1,010 1,010

  未成工事支出金 7,398 6,979

  材料貯蔵品 2 5

  短期貸付金 3 －

  繰延税金資産 610 479

  その他 1,123 ※4 734

  貸倒引当金 △5 △1

  流動資産合計 54,481 51,159

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物・構築物 14,434 14,914

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,173 △9,356

    建物・構築物（純額） ※2 5,260 ※2 5,558

   機械・運搬具 10,079 10,280

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,047 △9,280

    機械・運搬具（純額） 1,031 1,000

   工具器具・備品 1,568 1,658

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,436 △1,497

    工具器具・備品（純額） 131 160

   土地 ※2 4,226 ※2 4,365

   リース資産 294 264

    減価償却累計額 △121 △114

    リース資産（純額） 172 150

   建設仮勘定 377 22

   有形固定資産合計 11,199 11,258

  無形固定資産 277 223

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※1 4,380 ※1 4,860

   長期貸付金 82 84

   賃貸不動産 1,075 1,075

    減価償却累計額 △615 △636

    賃貸不動産（純額） ※2 459 ※2 438

   繰延税金資産 580 454

   その他 2,257 2,817

   貸倒引当金 △131 △136

  投資その他の資産合計 7,629 8,519

  固定資産合計 19,106 20,000

 資産合計 73,588 71,160

 
 
 
 
 
 
 
 

 



（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) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形・工事未払金 ※5 12,541 ※5 9,648

  短期借入金 124 145

  リース債務 117 108

  未払法人税等 1,914 73

  未成工事受入金 2,893 2,591

  賞与引当金 843 796

  役員賞与引当金 105 127

  完成工事補償引当金 18 23

  工事損失引当金 289 144

  その他 1,269 2,075

  流動負債合計 20,118 15,733

 固定負債 

  リース債務 217 158

  繰延税金負債 0 3

  退職給付引当金 1,973 2,020

  その他 103 105

  固定負債合計 2,294 2,288

 負債合計 22,413 18,022

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 4,000 4,000

  資本剰余金 4,645 4,645

  利益剰余金 43,682 44,011

  自己株式 △2,251 △1,114

  株主資本合計 50,078 51,543

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 710 1,248

  為替換算調整勘定 △49 △91

  その他の包括利益累計額合計 660 1,156

 少数株主持分 435 437

 純資産合計 51,174 53,137

負債純資産合計 73,588 71,160

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正後） 
（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 

 流動資産 

  現金預金 17,848 19,744

  受取手形・完成工事未収入金 ※4 26,489 ※4 22,207

  有価証券 1,010 1,010

  未成工事支出金 7,398 6,979

  材料貯蔵品 2 5

  短期貸付金 3 －

  繰延税金資産 610 479

  その他 1,123 734

  貸倒引当金 △5 △1

  流動資産合計 54,481 51,159

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物・構築物 14,434 14,914

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,173 △9,356

    建物・構築物（純額） ※2 5,260 ※2 5,558

   機械・運搬具 10,079 10,280

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,047 △9,280

    機械・運搬具（純額） 1,031 1,000

   工具器具・備品 1,568 1,658

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,436 △1,497

    工具器具・備品（純額） 131 160

   土地 ※2 4,226 ※2 4,365

   リース資産 294 264

    減価償却累計額 △121 △114

    リース資産（純額） 172 150

   建設仮勘定 377 22

   有形固定資産合計 11,199 11,258

  無形固定資産 277 223

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※1 4,380 ※1 4,860

   長期貸付金 82 84

   賃貸不動産 1,075 1,075

    減価償却累計額 △615 △636

    賃貸不動産（純額） ※2 459 ※2 438

   繰延税金資産 580 454

   その他 2,257 2,817

   貸倒引当金 △131 △136

   投資その他の資産合計 7,629 8,519

  固定資産合計 19,106 20,000

 資産合計 73,588 71,160

   

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（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) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形・工事未払金 ※4 12,541 ※4 9,648

  短期借入金 124 145

  リース債務 117 108

  未払法人税等 1,914 73

  未成工事受入金 2,893 2,591

  賞与引当金 843 796

  役員賞与引当金 105 127

  完成工事補償引当金 18 23

  工事損失引当金 289 144

  その他 1,269 2,075

  流動負債合計 20,118 15,733

 固定負債 

  リース債務 217 158

  繰延税金負債 0 3

  退職給付引当金 1,973 2,020

  その他 103 105

  固定負債合計 2,294 2,288

 負債合計 22,413 18,022

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 4,000 4,000

  資本剰余金 4,645 4,645

  利益剰余金 43,682 44,011

  自己株式 △2,251 △1,114

  株主資本合計 50,078 51,543

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 710 1,248

  為替換算調整勘定 △49 △91

  その他の包括利益累計額合計 660 1,156

 少数株主持分 435 437

 純資産合計 51,174 53,137

負債純資産合計 73,588 71,160

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．連結財務諸表 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 
（訂正前） 
 

（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 5,731 3,973

 減価償却費 1,257 1,116

 減損損失 48 －

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 1

 その他の引当金の増減額（△は減少） △110 △127

 受取利息及び受取配当金 △117 △111

 支払利息 4 1

 為替差損益（△は益） 24 △324

 持分法による投資損益（△は益） △38 △27

 その他の営業外損益（△は益） △320 △2

 有形固定資産除売却損益（△は益） △10 93

 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 177 234

 売上債権の増減額（△は増加） △3,938 3,982

 未成工事支出金等の増減額（△は増加） △3,308 425

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,134 △2,509

 未払消費税等の増減額（△は減少） △149 607

 その他 △16 △17

 小計 1,364 7,316

 利息及び配当金の受取額 119 114

 利息の支払額 △4 △1

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,231 △3,553

 その他 △296 442

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,047 4,318

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 △5,969 △7,129

 定期預金の払戻による収入 5,039 6,131

 有価証券の取得による支出 △2,000 △1,500

 有価証券の売却による収入 2,500 1,500

 有形固定資産の取得による支出 △1,542 △1,255

 有形固定資産の売却による収入 38 2

 投資有価証券の取得による支出 △1 △1

 投資有価証券の売却による収入 186 －

 無形固定資産の取得による支出 △1 △0

 貸付けによる支出 △9 △12

 貸付金の回収による収入 14 17

 その他 △77 △143

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,822 △2,391

      



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 401 190

 短期借入金の返済による支出 △463 △200

 自己株式の取得による支出 △583 △2

 自己株式の売却による収入 － 0

 リース債務の返済による支出 △104 △104

 配当金の支払額 △438 △774

 少数株主への配当金の支払額 △2 △4

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,190 △895

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,083 1,354

現金及び現金同等物の期首残高 17,706 13,623

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 13,623 ※ 14,977

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正後） 
（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 5,731 3,973

 減価償却費 1,257 1,116

 減損損失 48 －

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 1

 その他の引当金の増減額（△は減少） △110 △127

 受取利息及び受取配当金 △117 △111

 支払利息 4 1

 為替差損益（△は益） 24 △324

 持分法による投資損益（△は益） △38 △27

 その他の営業外損益（△は益） △320 △2

 有形固定資産除売却損益（△は益） △10 93

 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 177 234

 売上債権の増減額（△は増加） △3,938 4,270

 未成工事支出金等の増減額（△は増加） △3,308 425

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,134 △2,509

 未払消費税等の増減額（△は減少） △149 607

 その他 △16 △17

 小計 1,364 7,604

 利息及び配当金の受取額 119 114

 利息の支払額 △4 △1

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,231 △3,553

 その他 △296 154

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,047 4,318

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 △5,969 △7,129

 定期預金の払戻による収入 5,039 6,131

 有価証券の取得による支出 △2,000 △1,500

 有価証券の売却による収入 2,500 1,500

 有形固定資産の取得による支出 △1,542 △1,255

 有形固定資産の売却による収入 38 2

 投資有価証券の取得による支出 △1 △1

 投資有価証券の売却による収入 186 －

 無形固定資産の取得による支出 △1 △0

 貸付けによる支出 △9 △12

 貸付金の回収による収入 14 17

 その他 △77 △143

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,822 △2,391

      



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 401 190

 短期借入金の返済による支出 △463 △200

 自己株式の取得による支出 △583 △2

 自己株式の売却による収入 － 0

 リース債務の返済による支出 △104 △104

 配当金の支払額 △438 △774

 少数株主への配当金の支払額 △2 △4

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,190 △895

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,083 1,354

現金及び現金同等物の期首残高 17,706 13,623

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 13,623 ※ 14,977

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．連結財務諸表 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

（訂正前） 

 

※１ 非連結子会社及び関連会社株式の金額は、次のとおりであります。  

 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) 

 投資有価証券（株式） 391百万円 417百万円 

 

※２ 下記の資産は短期借入金及び支払承諾の担保に供しております。  

 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) 

 建物 1,710百万円 1,625百万円 

 土地 833 〃 833 〃 

 賃貸不動産 150 〃 145 〃 

 計 2,693 〃  2,604 〃 

 

３  当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミット

メント契約を締結しております。 

   当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のと

おりであります。 

 

 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) 

 貸出コミットメントの総額 10,000百万円 10,000百万円 

 借入実行残高 ― 〃 ─ 〃 

 差引額 10,000 〃 10,000 〃 

 

※４ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 

 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) 

 ―百万円 288百万円 

  

※５ 期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。             

なお、当連結会計年度末日は金融機関の休業日であったため、次の連結会計年度末

日満期手形が当連結会計年度末の残高に含まれております。 

 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) 

 受取手形 654百万円 678百万円 

 支払手形 5 〃 4 〃 

 



（訂正後） 

 

※１ 非連結子会社及び関連会社株式の金額は、次のとおりであります。  

 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) 

 投資有価証券（株式） 391百万円 417百万円 

 

※２ 下記の資産は短期借入金及び支払承諾の担保に供しております。  

 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) 

 建物 1,710百万円 1,625百万円 

 土地 833 〃 833 〃 

 賃貸不動産 150 〃 145 〃 

 計 2,693 〃  2,604 〃 

 

３  当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミット

メント契約を締結しております。 

   当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のと

おりであります。 

 

 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) 

 貸出コミットメントの総額 10,000百万円 10,000百万円 

 借入実行残高 ― 〃 ─ 〃 

 差引額 10,000 〃 10,000 〃 

 

※４ 期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。             

なお、当連結会計年度末日は金融機関の休業日であったため、次の連結会計年度末

日満期手形が当連結会計年度末の残高に含まれております。 

 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) 

 受取手形 654百万円 678百万円 

 支払手形 5 〃 4 〃 

 

 

                                      以上 


