
 

 

平成 29年６月８日 

各 位 

                                        会社名      株式会社 ｽﾊﾟﾝｸﾘｰﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ   

                                        代表者名    代表取締役社長   浮 田   聡 

                                                   （ＪＡＳＤＡＱ・コード   ５２７７）  

                                       問合せ先  執行役員管理本部長 井 上 卓 郎 

                                               （TEL． ０３－５６８９－６３１１） 

 

（訂正・数値データ訂正） 
「平成 29年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 

 

 

当社は，平成 29年５月 15日に発表いたしました「平成 29年３月期 決算短信〔日本基準〕（非

連結）」の記載内容に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。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

Ⅰ．訂正の理由 

  平成 29年３月期決算短信に一部記載誤りがありましたので、訂正させていただきます。 

 

 

Ⅱ．訂正の内容 
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１．経営成績等の概況 

(1）当期の経営成績の概況 

 

（訂正前） 

（前略） 

事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

①スパンクリート事業 

当事業は、売上数量が前年同期比21.6％増加し、売上高は２２億２千３百万円（前年同期比12.3％増）

と増収となりました。利益面に関しましては、営業利益３百万円（前期は３億２千９百万円の営業損

失）となりました。なお、当事業において減損損失４千８百万円を特別損失に計上しております。 

②不動産事業 

当事業は、オフィスビル４棟の賃料収入が安定収益源となっており、売上高２億８千２百万円（前年同

期比4.8％増）、営業利益１億３千万円（前年同期比54.0％増）となっております。 



 

 

（訂正後） 

（前略） 

事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

①スパンクリート事業 

当事業は、売上数量が前年同期比21.6％増加し、売上高は２２億２千３百万円（前年同期比12.3％増）

と増収となりました。利益面に関しましては、営業利益３百万円（前期は３億２千４百万円の営業損

失）となりました。なお、当事業において減損損失４千８百万円を特別損失に計上しております。 

②不動産事業 

当事業は、オフィスビル４棟の賃料収入が安定収益源となっており、売上高２億８千２百万円（前年同

期比4.8％増）、営業利益１億３千万円（前年同期比63.4％増）となっております。 
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１．経営成績等の概況 

(2）当期の財政状態の概況 

 

（訂正前） 

（前略） 

（負債） 

当事業年度末における流動負債は１０億３百万円となり、前事業年度末に比べ２千５百万円増加いたし

ました。これは主に、買掛債務が６千３百万円増加、短期借入金が７千万円減少、未払費用が３千２百

万円増加したこと等によるものであります。固定負債は７億７百万円となり、前事業年度末に比べ５千

４百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が１億１百万円減少、繰延税金負債が１千５百万

円増加、長期預り敷金が３千２百万円増加したこと等によるものであります。 

この結果、負債合計は１７億１千１百万円となり、前事業年度末に比べ２千９百万円減少いたしました。 

（後略） 

 

（訂正後) 

（前略） 

（負債） 

当事業年度末における流動負債は９億９千５百万円となり、前事業年度末に比べ１千６百万円増加いた

しました。これは主に、買掛債務が６千３百万円増加、短期借入金が７千万円減少、未払費用が３千２

百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は７億１千６百万円となり、前事業年度末に比

べ４千５百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が９千３百万円減少、繰延税金負債が１千

５百万円増加、長期預り敷金が３千２百万円増加したこと等によるものであります。 

この結果、負債合計は１７億１千１百万円となり、前事業年度末に比べ２千９百万円減少いたしました。 

（後略） 
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３．財務諸表及び主な注記 

（１）貸借対照表 

 

（訂正前） 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成28年３月31日) 

当事業年度 

(平成29年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,468 71,238 

工事未払金 35,103 67,406 

短期借入金 570,000 500,000 

1年内返済予定の長期借入金 101,700 101,700 

リース債務 1,556 1,556 

未払金 62,918 54,406 

未払費用 73,288 105,367 

未払法人税等 23,222 29,093 

未払消費税等 24,666 28,567 

未成工事受入金 6,007 4,331 

前受金 6,947 5,084 

預り金 805 1,393 

賞与引当金 30,360 26,680 

その他 1,490 7,040 

流動負債合計 978,535 1,003,867 

固定負債   

長期借入金 254,225 152,525 

リース債務 4,799 3,242 

再評価に係る繰延税金負債 204,782 204,782 

繰延税金負債 131,804 147,712 

長期未払金 3,112 3,112 

長期預り敷金 163,230 196,186 

固定負債合計 761,953 707,562 

負債合計 1,740,488 1,711,429 

 

 



 

 

（訂正後） 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成28年３月31日) 

当事業年度 

(平成29年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,468 71,238 

工事未払金 35,103 67,406 

短期借入金 570,000 500,000 

1年内返済予定の長期借入金 101,700 93,225 

リース債務 1,556 1,556 

未払金 62,918 54,406 

未払費用 73,288 105,367 

未払法人税等 23,222 29,093 

未払消費税等 24,666 28,567 

未成工事受入金 6,007 4,331 

前受金 6,947 5,084 

預り金 805 1,393 

賞与引当金 30,360 26,680 

その他 1,490 7,040 

流動負債合計 978,535 995,392 

固定負債   

長期借入金 254,225 161,000 

リース債務 4,799 3,242 

再評価に係る繰延税金負債 204,782 204,782 

繰延税金負債 131,804 147,712 

長期未払金 3,112 3,112 

長期預り敷金 163,230 196,186 

固定負債合計 761,953 716,037 

負債合計 1,740,488 1,711,429 
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３．財務諸表及び主な注記 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

 

（訂正前） 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,858,941 99,950 

減価償却費 177,522 64,162 

賞与引当金の増減額（△は減少） 460 △3,680 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △350 － 

受取利息及び受取配当金 △5,831 △6,539 

有価証券利息 △9,177 △9,425 

支払利息 6,013 4,458 

為替差損益（△は益） △3,494 5,315 

固定資産売却損益（△は益） △38,331 － 

補助金収入 △12,500 － 

減損損失 1,671,171 48,601 

売上債権の増減額（△は増加） 52,318 △489,954 

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,291 △37,837 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △7,014 △1,676 

仕入債務の増減額（△は減少） △9,071 63,072 

長期未払金の増減額（△は減少） △40,622 － 

その他 35,715 26,504 

小計 19,156 △237,046 

利息及び配当金の受取額 14,991 15,951 

利息の支払額 △5,542 △4,271 

法人税等の支払額 △6,068 △9,546 

法人税等の還付額 20,464 － 

役員退職慰労金の支払額 △1,500 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,501 △234,912 

 

 



 

 

（訂正後） 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,858,941 99,950 

減価償却費 177,522 64,162 

賞与引当金の増減額（△は減少） 460 △3,680 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △350 － 

受取利息及び受取配当金 △5,831 △6,539 

有価証券利息 △9,177 △9,425 

支払利息 6,013 4,458 

為替差損益（△は益） △3,494 5,315 

固定資産売却損益（△は益） △38,331 － 

雇用調整助成金 － △4,301 

補助金収入 △12,500 － 

減損損失 1,671,171 48,601 

売上債権の増減額（△は増加） 52,318 △489,954 

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,291 △37,837 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △7,014 △1,676 

仕入債務の増減額（△は減少） △9,071 63,072 

長期未払金の増減額（△は減少） △40,622 － 

その他 35,715 26,504 

小計 19,156 △241,347 

利息及び配当金の受取額 14,991 15,951 

利息の支払額 △5,542 △4,271 

法人税等の支払額 △6,068 △9,546 

法人税等の還付額 20,464 － 

役員退職慰労金の支払額 △1,500 － 

雇用調整助成金の受取額 － 4,301 

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,501 △234,912 

 

 

以 上 


