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平成 30年 6月 8日 

 

各  位 

 

会社名    技研ホールディングス株式会社 

代表者名   取締役社長 佐々木ベジ    

コード番号  1443 東証 2部        

お問合せ先  管理本部リーダー 高橋基   

       TEL (03）-6276-9393      

 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成 30 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 30 年 5 月 18 日に公表いたしました「平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」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につきましても送信いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

 

記 

 

 

１．訂正の理由 

 

「平成 30 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、連結貸借対照表における有形固定資

産の「機械、運搬具及び工具器具備品」、「リース資産」、「減価償却累計額」、及び流動負債の「短

期借入金」、「1 年内返済予定の長期借入金」の金額に誤りが判明したため、訂正するものであります。 

なお、本訂正による連結経営成績への影響はございません。 
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２．訂正の内容 

 

＜添付資料６、７ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

 

【訂正前】 

 

 (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 1,798,693 

受取手形・完成工事未収入金等 4,121,127 

有価証券 289,061 

たな卸資産 141,249 

繰延税金資産 39,034 

その他 110,960 

貸倒引当金 △85,135 

流動資産合計 6,414,992 

固定資産  

有形固定資産  

建物・構築物 1,346,097 

賃貸用鋼製型枠 8,289,307 

機械、運搬具及び工具器具備品 1,355,795 

土地 2,604,190 

リース資産 419,220 

減価償却累計額 △9,904,460 

減損損失累計額 △123,946 

有形固定資産合計 3,986,204 

無形固定資産  

その他 11,891 

無形固定資産合計 11,891 

投資その他の資産  

投資有価証券 455,986 

長期貸付金 6,361 

繰延税金資産 19,121 

その他 200,671 

貸倒引当金 △5,785 

投資その他の資産合計 676,354 

固定資産合計 4,674,450 

資産合計 11,089,443 
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 (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

工事未払金 1,097,501 

買掛金 182,114 

短期借入金 651,379 

1年内返済予定の長期借入金 517,382 

リース債務 70,393 

1年内償還予定の社債 23,100 

未払法人税等 44,897 

未成工事受入金 40,899 

賞与引当金 74,078 

工事損失引当金 6,098 

その他 211,329 

流動負債合計 2,919,172 

固定負債  

長期借入金 777,687 

リース債務 89,844 

繰延税金負債 23,031 

退職給付に係る負債 53,171 

その他 23,503 

固定負債合計 967,237 

負債合計 3,886,410 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,120,000 

資本剰余金 1,473,840 

利益剰余金 4,474,909 

自己株式 △37 

株主資本合計 7,068,712 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 107,126 

退職給付に係る調整累計額 27,193 

その他の包括利益累計額合計 134,320 

純資産合計 7,203,032 

負債純資産合計 11,089,443 
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【訂正後】 

 

 (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 1,798,693 

受取手形・完成工事未収入金等 4,121,127 

有価証券 289,061 

たな卸資産 141,249 

繰延税金資産 39,034 

その他 110,960 

貸倒引当金 △85,135 

流動資産合計 6,414,992 

固定資産  

有形固定資産  

建物・構築物 1,346,097 

賃貸用鋼製型枠 8,289,307 

機械、運搬具及び工具器具備品 1,356,892 

土地 2,604,190 

リース資産 416,220 

減価償却累計額 △9,902,558 

減損損失累計額 △123,946 

有形固定資産合計 3,986,204 

無形固定資産  

その他 11,891 

無形固定資産合計 11,891 

投資その他の資産  

投資有価証券 455,986 

長期貸付金 6,361 

繰延税金資産 19,121 

その他 200,671 

貸倒引当金 △5,785 

投資その他の資産合計 676,354 

固定資産合計 4,674,450 

資産合計 11,089,443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

負債の部  

  

流動負債  

工事未払金 1,097,501 

買掛金 182,114 

短期借入金 600,000 

1年内返済予定の長期借入金 568,761 

リース債務 70,393 

1年内償還予定の社債 23,100 

未払法人税等 44,897 

未成工事受入金 40,899 

賞与引当金 74,078 

工事損失引当金 6,098 

その他 211,329 

流動負債合計 2,919,172 

固定負債  

長期借入金 777,687 

リース債務 89,844 

繰延税金負債 23,031 

退職給付に係る負債 53,171 

その他 23,503 

固定負債合計 967,237 

負債合計 3,886,410 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,120,000 

資本剰余金 1,473,840 

利益剰余金 4,474,909 

自己株式 △37 

株主資本合計 7,068,712 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 107,126 

退職給付に係る調整累計額 27,193 

その他の包括利益累計額合計 134,320 

純資産合計 7,203,032 

負債純資産合計 11,089,443 

 


