
 

 

平成 26 年 6 月 19 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   東証第１部） 

問合せ先  経理部長    宮田 謙作 

（TEL．03－3915－7632） 

 

（再訂正・数値データ訂正） 

「平成 26 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 26 年５月 14 日に公表いたしました「平成 26 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 

当連結会計年度において、自己株式の計算に誤りがあったことなどにより記載内容を一部訂正す

るものであります。なお、連結貸借対照表及び連結損益計算書には訂正はありません。 

 

２．訂正内容 

【サマリー情報】  

【訂正前】 
１． 平成 26 年 3 月期の連結業績（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

（中略） 
(注) 包括利益 26年３月期 2,758 百万円( 50.6％) 25年３月期 1,832 百万円(246.7％)

 
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 

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 ％ ％ ％

26年３月期 354.24 ― 6.6 2.3 2.1
25年３月期 247.56 ― 4.9 2.2 2.3

（中略）    
（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

26年3月期 102,302 32,171 31.2 5,600.18
25年3月期 93,258 29,886 31.8 5,207.33 

（中略） 
３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日） 

 (％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 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 100,000 10.1 2,300 21.3 2,100 △5.5 1,400 △30.7 245.47
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※ 注記事項 

（中略） 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期 5,781,070株 25年３月期 5,781,070株

② 期末自己株式数 26年３月期 74,453株 25年３月期 82,641株

③ 期中平均株式数 26年３月期 5,703,356株 25年３月期 5,698,752株

（後略） 
  

【訂正後】 
１． 平成 26 年 3 月期の連結業績（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

（中略） 
(注) 包括利益 26年３月期 2,657 百万円( 45.0％) 25年３月期 1,832 百万円(246.7％)

 
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 

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 ％ ％ ％

26年３月期 354.29 ― 6.6 2.3 2.1
25年３月期 247.56 ― 4.9 2.2 2.3

（中略）    
（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

26年3月期 102,302 32,171 31.2 5,608.16
25年3月期 93,258 29,886 31.8 5,207.33

（中略） 
３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日） 

 (％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 
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 100,000 10.1 2,300 21.3 2,100 △5.5 1,400 △30.7 245.50

 
※ 注記事項 

（中略） 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期 5,781,070株 25年３月期 5,781,070株

② 期末自己株式数 26年３月期 82,573株 25年３月期 82,641株

③ 期中平均株式数 26年３月期 5,702,679株 25年３月期 5,698,752株

（後略） 
 

【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」 

【訂正前】 

（１）経営成績に関する分析 

  ① 当期の経営成績 

（中略） 

（鉄構セグメント） 

鉄構セグメントにおきましては、売上高は42,411百万円（前年同期比2.9％増）と前年実績とほぼ同水準を

確保しました。収益面では、徹底したコスト削減により大型工事等の採算性が改善し、営業利益は1,768百万

円（前年同期比19.5％増）となりました。 

（後略） 
 

【訂正後】 
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（１）経営成績に関する分析 

  ① 当期の経営成績 

（中略） 

（鉄構セグメント） 

鉄構セグメントにおきましては、売上高は42,725百万円（前年同期比3.7％増）と前年実績とほぼ同水準を

確保しました。収益面では、徹底したコスト削減により大型工事等の採算性が改善し、営業利益は1,770百万

円（前年同期比19.6％増）となりました。 

（後略） 
 

【１１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 連結包括利

益計算書」 

【訂正前】 

連結包括利益計算書 

          (単位：百万円)
         前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,458 2,050

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 16 32

 土地再評価差額金 24 101

 持分法適用会社に対する持分相当額 333 574

 その他の包括利益合計 ※ 373 ※ 708

包括利益 1,832 2,758

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 1,783 2,728

 少数株主に係る包括利益 48 30

 

【訂正後】 

連結包括利益計算書 

          (単位：百万円)
         前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,458 2,050

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 16 32

 土地再評価差額金 24 -

 持分法適用会社に対する持分相当額 333 574

 その他の包括利益合計 ※ 373 ※ 606

包括利益 1,832 2,657

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 1,783 2,626

 少数株主に係る包括利益 48 30

 

【１３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 

（中略） 
当連結会計年度(自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日) 

（中略） 
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(単位：百万円)

  

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 純資産合計その他有価証券 

評価差額金 

土地再評価

差額金 

為替換算 

調整勘定 

退職給付に係る

調整累計額

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 135 418 234 ― 787 212 29,886

当期変動額         

剰余金の配当        △170

当期純利益        2,020

連結範囲の変動        ―

土地再評価差額金の 

取崩 
  101 101   ―

自己株式の取得        △3

自己株式の処分        27

連結子会社株式の取得 

による持分の増減 
   △19

株主資本以外の項目 

の当期変動額(純額) 
250   355 △176 430 0 430

当期変動額合計 250 101 355 △176 531 0 2,285

当期末残高 385 520 589 △176 1,319 213 32,171

 
【訂正後】 
（３）連結株主資本等変動計算書 

（中略） 
当連結会計年度(自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日) 

（中略） 

(単位：百万円)

  

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 純資産合計その他有価証券 

評価差額金 

土地再評価

差額金 

為替換算 

調整勘定 

退職給付に係る

調整累計額

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 135 418 234 ― 787 212 29,886

当期変動額         

剰余金の配当        △170

当期純利益        2,020

連結範囲の変動        ―

土地再評価差額金の 

取崩 
               △101

自己株式の取得        △3

自己株式の処分        27

連結子会社株式の取得 

による持分の増減 
   △19

株主資本以外の項目 

の当期変動額(純額) 
250 101 355 △176 531 0 532

当期変動額合計 250 101 355 △176 531 0 2,285

当期末残高 385 520 589 △176 1,319 213 32,171

 

 

【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】 
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（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24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

  （中略） 

 補助金収入 - △1,164

  （中略） 

 その他 900 △91

 小計 3,406 △1,423

 損害賠償金の支払額 △3 △29

 保険金の受取額 4 -

 補償金の受取額 - 85

 補助金の受取額 - 1,164

 法人税等の支払額 △85 △223

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,323 △425

（後略） 

【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24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

  （中略） 

 補助金収入 △24 △1,164

  （中略） 

 その他 900 △91

 小計 3,382 △1,423

 損害賠償金の支払額 △3 △29

 保険金の受取額 4 -

 補償金の受取額 - 85

 補助金の受取額 24 1,164

 法人税等の支払額 △85 △223

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,323 △425

（後略） 
 

【１９ページ】「４．連結財務諸表 (５)連結財務諸表に関する注記（表示方法の変更）」 
【訂正前】 

（記載なし） 
 

【訂正後】 

(表示方法の変更) 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「補助金収入」及び「補助金の受取額」は、金額的重要性が

増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、

前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・

フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において、「補助金収入」△24百万円、「補助金の

受取額」24百万円として組み替えています。 

 

【２１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）※４ 

―　5　―



 

担保資産及び担保付債務」 

【訂正前】 

※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25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

現金預金 33百万円 34百万円 

建物・構築物 2,367 〃 2,257 〃 

 (1,611 〃 ) (1,553 〃 ) 

機械、運搬具及び工具器具備品 17 〃 7 〃 

 (17 〃 ) (7 〃 ) 

航空機 848 〃 768 〃 

土地 13,787 〃 13,787 〃 

 (11,076 〃 ) (11,076  〃 ) 

投資有価証券 113 〃 137 〃 

投資その他の資産「その他」 545 〃 545 〃 

計 17,713 〃 17,538 〃 

担保付債務 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

短期借入金 2,899百万円 5,876百万円 

1年内返済予定の長期借入金 3,984 〃 3,785 〃 

長期借入金 7,516 〃 6,691 〃 

工場財団抵当による借入金 11,674 〃 16,353 〃 

(注)１ ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。 

  ２ 上記の他、前連結会計年度において、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対

応する工事請負代金総額（既入金額を除く）は、787百万円であります。 

 
 
【訂正後】 

※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25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

現金預金 33百万円 34百万円 

建物・構築物 2,367 〃 2,257 〃 

 (1,611 〃 ) (1,553 〃 ) 

機械、運搬具及び工具器具備品 17 〃 7 〃 

 (17 〃 ) (7 〃 ) 

航空機 848 〃 768 〃 

土地 13,787 〃 13,787 〃 

 (11,076 〃 ) (11,076  〃 ) 

投資有価証券 113 〃 137 〃 

投資その他の資産「その他」 545 〃 545 〃 

計 17,713 〃 17,538 〃 

担保付債務 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

短期借入金 2,899百万円 5,876百万円 
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1年内返済予定の長期借入金 3,984 〃 3,785 〃 

長期借入金 7,516 〃 6,691 〃 

工場財団抵当による借入金 11,674 〃 13,051 〃 

(注)１ ( )内は、工場財団抵当に供している資産で内書きであります。 

  ２ 上記の他、前連結会計年度において、工事請負代金の債権譲渡契約証書を差し入れており、これに対

応する工事請負代金総額（既入金額を除く）は、787百万円であります。 

 

【２１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）※６」 

【訂正前】 
※６ 損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示していま

す。 

工事損失引当金に対応する未成工事支出金の額 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

未成工事支出金 89百万円 60百万円 

 
【訂正後】 
※６ 損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示していま

す。 

工事損失引当金に対応する未成工事支出金の額 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

未成工事支出金 89百万円 61百万円 

 

【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）※５」 

【訂正前】 
※５ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

 593百万円 214百万円 

 
【訂正後】 
※５ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

 593百万円 209百万円 

 
【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24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 39百万円 33百万円 

組替調整額 1 〃 16 〃 

税効果調整前 40 〃 49 〃 

税効果額     △24 〃 △17 〃 

その他有価証券評価差額金 16 〃 32 〃 
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土地再評価差額金   

当期発生額 12 〃 101 〃 

組替調整額 ― 〃 ― 〃 

税効果調整前 12 〃 101 〃 

税効果額 11 〃 ― 〃 

土地再評価差額金 24 〃 101 〃 

   

持分法適用会社に対する持分相当額   

当期発生額 333 〃 574 〃 

その他の包括利益合計 373 〃 708 〃 

   

 
【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24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 39百万円 33百万円 

組替調整額 1 〃 16 〃 

税効果調整前 40 〃 49 〃 

税効果額     △24 〃 △17 〃 

その他有価証券評価差額金 16 〃 32 〃 

   

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 11 〃 ― 〃 

土地再評価差額金 24 〃 ― 〃 

   

持分法適用会社に対する持分相当額   

当期発生額 333 〃 574 〃 

その他の包括利益合計 373 〃 606 〃 

   

【２４ページ】「４．連結財務諸表 (５)連結財務諸表に関する注記（連結株主資本等変動計算書関
係）」 
【訂正前】 
（連結株主資本等変動計算書関係） 

（中略） 

当連結会計年度(自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日) 

（中略） 
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 
期首株式数(株) 

当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

普通株式 82,641 1,364 9,552 74,453

(注)１ 増加は、当社による単元未満株式の買取りによるものであります。 

   ２ 減少は、単元未満株式の買増請求による売渡し及び連結子会社所有の当社株式減少によるものであり

ます。 
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（後略） 

 

【訂正後】 
（連結株主資本等変動計算書関係） 

（中略） 

当連結会計年度(自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日) 

（中略） 

 
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 
期首株式数(株) 

当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

普通株式 82,641 9,484 9,552 82,573

(注)１ 増加は、当社による単元未満株式の買取り及び連結子会社所有の当社株式増加によるものであります。 

   ２ 減少は、単元未満株式の買増請求による売渡し及び連結子会社所有の当社株式減少によるものであり

ます。 

（後略） 

 

【２７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）」 

【訂正前】 
(セグメント情報) 

（中略） 

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 

（中略） 

 
当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

     (単位：百万円)

 

報告セグメント 
その他 
(注) 

合計 

鉄構 土木 建築 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 41,804 26,432 12,375 80,612 10,191 90,803

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

606 287 0 894 644 1,539

計 42,411 26,719 12,376 81,506 10,835 92,342

セグメント利益 1,768 531 246 2,546 741 3,288

セグメント資産 41,714 16,501 5,070 63,285 12,376 75,662

その他の項目  

  減価償却費 429 292 9 731 1,356 2,087

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

415 161 5 582 1,594 2,177

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウエアの開発・販売、
航空、補修、その他機械の販売、不動産売買・賃貸に関する事業等を含んでいます。 

  
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) 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 79,490 81,506 

「その他」の区分の売上高 9,709 10,835 
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セグメント間取引消去 △1,575 △1,539 

連結財務諸表の売上高 87,624 90,803 

 
  (単位：百万円) 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 2,512 2,546 

「その他」の区分の利益 470 741 

セグメント間取引消去 153 4 

全社費用(注) △1,225 △1,425 

その他の調整額 127 28 

連結財務諸表の営業利益 2,038 1,896 

（後略） 

 

【訂正後】 
(セグメント情報) 

（中略） 

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 

（中略） 

 
当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

     (単位：百万円)

 

報告セグメント 
その他 
(注) 

合計 

鉄構 土木 建築 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 41,804 26,432 12,375 80,612 10,191 90,803

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

921 287 0 1,209 644 1,853

計 42,725 26,719 12,376 81,821 10,835 92,656

セグメント利益 1,770 531 246 2,549 741 3,291

セグメント資産 41,714 16,501 5,070 63,285 12,376 75,662

その他の項目  

  減価償却費 429 292 9 731 1,356 2,087

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

415 161 5 582 1,594 2,177

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウエアの開発・販売、
航空、補修、その他機械の販売、不動産売買・賃貸に関する事業等を含んでいます。 

  
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) 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 79,490 81,821 

「その他」の区分の売上高 9,709 10,835 

セグメント間取引消去 △1,575 △1,853 
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連結財務諸表の売上高 87,624 90,803 

 
  (単位：百万円) 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 2,512 2,549 

「その他」の区分の利益 470 741 

セグメント間取引消去 153 2 

全社費用(注) △1,225 △1,425 

その他の調整額 127 28 

連結財務諸表の営業利益 2,038 1,896 

（後略） 

 

【３０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24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

１株当たり純資産額 5,207.33円 5,600.18円 

１株当たり当期純利益金額 247.56円 354.24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24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

当期純利益 (百万円) 1,410 2,020 

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) 1,410 2,020 

普通株式の 
期中平均株式数 

(千株) 5,698 5,703 

  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25年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成26年３月31日) 

純資産の部の合計額 (百万円) 29,886 32,171 

純資産の部の合計額
から控除する金額 

(百万円) 212 213 

(うち少数株主持分) (百万円) (212) (213) 

普通株式に 
係る期末の純資産額 

(百万円) 29,673 31,958 

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) 5,698 5,706 

 
【訂正後】 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

１株当たり純資産額 5,207.33円 5,608.16円 

１株当たり当期純利益金額 247.56円 354.29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 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定め 

    る経過的な取扱いに従っています。 

    この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、30.89円減少しています。 

  ３ 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24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

当期純利益 (百万円) 1,410 2,020 

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) 1,410 2,020 

普通株式の 
期中平均株式数 

(千株) 5,698 5,702 

  ４ 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25年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成26年３月31日) 

純資産の部の合計額 (百万円) 29,886 32,171 

純資産の部の合計額
から控除する金額 

(百万円) 212 213 

(うち少数株主持分) (百万円) (212) (213) 

普通株式に 
係る期末の純資産額 

(百万円) 29,673 31,958 

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) 5,698 5,698 

 

【３６ページ】「６．その他 （２）受注及び販売の状況」 

【訂正前】 
（２）受注及び販売の状況 

（中略） 
 ② 販売実績     （単位：百万円、％）

セグメントの名称 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増    減 
 （自 平成24年４月１日 
   至 平成25年３月31日） 

 （自 平成25年４月１日 
   至 平成26年３月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

鉄構 41,198 46.2 42,411 45.9 1,212 2.9

土木 24,135 27.0 26,719 29.0 2,583 10.7

建築 14,156 15.9 12,376 13.4 △1,780 △12.6

その他 9,709 10.9 10,835 11.7 1,125 11.6
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合計 89,200 100.0 92,342 100.0 3,141 3.5

       
 ③ 次期繰越高     （単位：百万円、％）

セグメントの名称 

前連結会計年度末 当連結会計年度末 

増    減 

（平成25年３月31日） （平成26年３月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

鉄構 46,016 57.5 50,446 54.8 4,430 9.6

土木 25,219 31.5 28,951 31.5 3,732 14.8

建築 7,814 9.8 11,459 12.4 3,645 46.7

その他 958 1.2 1,157 1.3 199 20.8

合計 80,008 100.0 92,015 100.0 12,007 15.0

（注）セグメント間の取引については、相殺消去していません。 

 
【訂正後】 
（２）受注及び販売の状況 

（中略） 
 ② 販売実績     （単位：百万円、％）

セグメントの名称 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増    減 
 （自 平成24年４月１日 
   至 平成25年３月31日） 

 （自 平成25年４月１日 
   至 平成26年３月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

鉄構 41,198 46.2 42,725 46.1 1,527 3.7

土木 24,135 27.0 26,719 28.8 2,583 10.7

建築 14,156 15.9 12,376 13.4 △1,780 △12.6

その他 9,709 10.9 10,835 11.7 1,125 11.6

合計 89,200 100.0 92,656 100.0 3,456 3.9

       
 ③ 次期繰越高     （単位：百万円、％）

セグメントの名称 

前連結会計年度末 当連結会計年度末 

増    減 

（平成25年３月31日） （平成26年３月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

鉄構 46,016 57.5 50,132 54.7 4,115 8.9

土木 25,219 31.5 28,951 31.6 3,732 14.8

建築 7,814 9.8 11,459 12.4 3,645 46.7
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その他 958 1.2 1,157 1.3 199 20.8

合計 80,008 100.0 91,701 100.0 11,692 14.6

（注）セグメント間の取引については、相殺消去していません。 

 

 

 

  以 上 
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