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平成 27 年６月 18 日 

 

各   位 

 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 27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 27 年５月 15 日に発表いたしました「平成 27 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。 

記 
１．訂正の理由 
  平成27年５月15日に発表いたしました「平成27年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載 
 内容に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものであります。 
 
２．訂正の内容 
  訂正箇所には下線を付しております。 
 
サマリー情報 
１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日） 
 (訂正前) 
(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 ％ 

27年３月期 34,243 △4.0 1,320 △28.9 1,556 △29.7 395 △62.9 
26年３月期 35,676 △1.7 1,856 13.9 2,214 17.5 1,067 2.6 

（注）  包括利益    27年３月期 2,047百万円（1.3％） 26年３月期 2,020百万円（29.8％） 

 
(訂正後) 
(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 ％ 

27年３月期 34,243 △4.0 1,320 △28.9 1,556 △29.7 395 △62.9 
26年３月期 35,676 △1.7 1,856 13.9 2,214 17.5 1,067 2.6 

（注）  包括利益    27年３月期 2,057百万円（1.8％） 26年３月期 2,020百万円（29.8％） 

 
(訂正前) 
(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 

27年３月期 2,599 △2,338 △910 5,076 
26年３月期 1,257 △987 3,269 5,725 

 
(訂正後) 
(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 

27年３月期 2,579 △2,318 △910 5,076 
26年３月期 1,257 △987 3,269 5,725 

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社 

代 表 者 名 取 締 役 社 長  網 谷 勝 彦 

 （コード番号 ５２６９ 東証第１部） 

問 合 せ 先 取締役執行役員経理部長 今 井 昭 一 

  (ＴＥＬ ０３－３４５２－１０２５） 
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添付資料 
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 
  (訂正前) 
 
   (省略) 
 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 
 営業活動によって得られた資金は、25億99百万円となりました。 
 これは主に、税金等調整前当期純利益の計上15億66百万円、減価償却費の計上11億33百万円、たな卸
資産の減少6億77百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少1億88百万円及び法人税等の支払額7億25百
万円等の資金減少要因を上回ったことによります。 
②投資活動によるキャッシュ・フロー 
 投資活動の結果使用した資金は、23億38百万円となりました。 
 これは主に、有形固定資産の取得18億57百万円等があったことによります。 
③財務活動によるキャッシュ・フロー 
 財務活動の結果使用した資金は、9億10百万円となりました。 
 これは主に、短期借入金の純減少額2億80百万円、社債の償還による支出2億40百万円、配当金の支払
額2億85百万円等があったことによります。 
 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

自己資本比率（％） 45.7 46.0 46.0 52.7 53.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 27.0 26.1 27.4 38.0 46.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  6.6 6.7 2.5 7.2 3.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  10.2 10.5 30.8 12.2 29.6 

 
 
  (訂正後) 
 
   (省略) 
 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 
 営業活動によって得られた資金は、25億79百万円となりました。 
 これは主に、税金等調整前当期純利益の計上15億66百万円、減価償却費の計上11億33百万円、たな卸
資産の減少6億77百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少1億88百万円及び法人税等の支払額7億25百
万円等の資金減少要因を上回ったことによります。 
②投資活動によるキャッシュ・フロー 
 投資活動の結果使用した資金は、23億18百万円となりました。 
 これは主に、有形固定資産の取得18億37百万円等があったことによります。 
③財務活動によるキャッシュ・フロー 
 財務活動の結果使用した資金は、9億10百万円となりました。 
 これは主に、短期借入金の純減少額2億80百万円、社債の償還による支出2億40百万円、配当金の支払
額2億85百万円等があったことによります。 
 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

自己資本比率（％） 45.7 46.0 46.0 52.7 53.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 27.0 26.1 27.4 38.0 46.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  6.6 6.7 2.5 7.2 3.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  10.2 10.5 30.8 12.2 29.4 
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５．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：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27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 1,878,822 1,566,095 

 減価償却費 1,212,733 1,133,416 

 減損損失 291,983 － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △133,016 564 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 23,437 2,391 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,920 △10,270 

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △650 4,120 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,883 32,364 

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △93,679 △177,089 

 受取利息及び受取配当金 △90,613 △138,883 

 支払利息 105,370 86,743 

 持分法による投資損益（△は益） △232,922 △87,378 

 固定資産除却損 53,276 7,820 

 固定資産売却損益（△は益） 591 △19,203 

 投資有価証券売却損益（△は益） △10,565 － 

 売上債権の増減額（△は増加） 1,745,030 218,515 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △793,217 677,221 

 未収入金の増減額（△は増加） △131,474 △12,466 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,094,756 △188,553 

 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） 51,151 △54,425 

 投資不動産の賃貸による収益 △167,170 △165,313 

 投資その他の資産の増減額（△は増加） 102,522 △140 

 その他 △380,544 407,540 

 小計 2,356,113 3,283,071 

 利息及び配当金の受取額 107,010 129,499 

 利息の支払額 △103,408 △87,868 

 法人税等の支払額 △1,101,982 △725,013 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,257,732 2,599,688 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △1,418,621 △1,857,728 

 有形固定資産の売却による収入 3,967 36,046 

 無形固定資産の取得による支出 △5,152 △19,198 

 投資有価証券の取得による支出 － △567,701 

 投資有価証券の売却による収入 19,445 250 

 子会社株式の取得による支出 △580 － 

 投資不動産の賃貸による収入 167,170 165,313 

 その他 246,322 △95,715 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △987,448 △2,338,733 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31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） △640,000 △280,000 

 長期借入れによる収入 1,990,000 1,340,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,853,285 △1,381,500 

 社債の発行による収入 646,303 － 

 社債の償還による支出 △380,000 △240,000 

 新株予約権の発行による収入 22,428 － 

 
新株予約権の行使による株式の発行及び自己株
式の処分による収入 

3,914,050 － 

 配当金の支払額 △340,494 △285,886 

 少数株主への配当金の支払額 △1,384 △1,125 

 リース債務の返済による支出 △69,144 △42,104 

 建設協力金の返済による支出 △17,500 △17,500 

 その他 △1,200 △1,910 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,269,772 △910,026 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,540,056 △649,071 

現金及び現金同等物の期首残高 2,147,412 5,725,188 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 37,719 － 

現金及び現金同等物の期末残高 5,725,188 5,076,116 
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 （訂正後） 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27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 1,878,822 1,566,095 

 減価償却費 1,212,733 1,133,416 

 減損損失 291,983 － 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △133,016 564 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 23,437 2,391 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,920 △10,270 

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △650 4,120 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,883 32,364 

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △93,679 △76,637 

 受取利息及び受取配当金 △90,613 △138,883 

 支払利息 105,370 86,743 

 持分法による投資損益（△は益） △232,922 △87,378 

 固定資産除却損 53,276 7,820 

 固定資産売却損益（△は益） 591 △19,203 

 投資有価証券売却損益（△は益） △10,565 － 

 売上債権の増減額（△は増加） 1,745,030 218,515 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △793,217 677,221 

 未収入金の増減額（△は増加） △131,474 △12,466 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,094,756 △188,553 

 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） 51,151 △54,425 

 投資不動産の賃貸による収益 △167,170 △165,313 

 投資その他の資産の増減額（△は増加） 102,522 △140 

 その他 △380,544 287,249 

 小計 2,356,113 3,263,232 

 利息及び配当金の受取額 107,010 129,499 

 利息の支払額 △103,408 △87,868 

 法人税等の支払額 △1,101,982 △725,013 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,257,732 2,579,849 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △1,418,621 △1,837,889 

 有形固定資産の売却による収入 3,967 36,046 

 無形固定資産の取得による支出 △5,152 △19,198 

 投資有価証券の取得による支出 － △567,701 

 投資有価証券の売却による収入 19,445 250 

 子会社株式の取得による支出 △580 － 

 投資不動産の賃貸による収入 167,170 165,313 

 その他 246,322 △95,715 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △987,448 △2,318,894 

 
  



6 
 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31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） △640,000 △280,000 

 長期借入れによる収入 1,990,000 1,340,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,853,285 △1,381,500 

 社債の発行による収入 646,303 － 

 社債の償還による支出 △380,000 △240,000 

 新株予約権の発行による収入 22,428 － 

 
新株予約権の行使による株式の発行及び自己株
式の処分による収入 

3,914,050 － 

 配当金の支払額 △340,494 △285,886 

 少数株主への配当金の支払額 △1,384 △1,125 

 リース債務の返済による支出 △69,144 △42,104 

 建設協力金の返済による支出 △17,500 △17,500 

 その他 △1,200 △1,910 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,269,772 △910,026 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,540,056 △649,071 

現金及び現金同等物の期首残高 2,147,412 5,725,188 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 37,719 － 

現金及び現金同等物の期末残高 5,725,188 5,076,116 

 


