
各    位

　平成30年５月18日に開示いたしました「平成30年３月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）」につい

て、一部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。なお、訂正箇所には下線

を付しております。

１．訂正理由

「平成30年３月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）」の提出後の有価証券報告書の作成過程にお
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きまして、財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）の一部に訂正が生じましたので、提出

済みの決算短信を訂正いたします。
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２．訂正箇所

＜添付資料　10～11ページ＞

３．財務諸表及び主な注記

（５）財務諸表に関する注記事項

 （セグメント情報等）

＜訂正前＞

  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

前事業年度 （自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

当事業年度 （自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

合計
住宅鉄骨事業

報告セグメント

366134816

仮設機材販売

5,977

5,977

286

報告セグメント
合計

178

7,789

△27

2,487

286

　売上高

仮設機材販売 仮設機材賃貸 住宅鉄骨事業

2,514 660 5,885

795

37421

計 2,710 2,514 660 5,885

511

　その他の項目

　　　外部顧客への売上高 2,710

△55 △96

　　　の増加額

　　　有形固定資産及び無形固定資産

　　　減価償却費

セグメント利益又は損失(△)

計

　　　外部顧客への売上高

　売上高

仮設機材賃貸

　セグメント資産

　セグメント利益又は損失(△)

3,4493,543

3,203

76 129

2,4873,203

52

△48 8
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  ４．報告セグメント合計額と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）

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

(注) 全社費用は、主に現金及び預金である。

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社備品の設備投資額である。

（単位：百万円）

資産 前事業年度 当事業年度

 報告セグメント計 7,789 8,136

△55 △96

　セグメント資産 4,077 3,001 1,057 8,136

 全社費用(注) 1,151 1,284

599 45 707
　　　有形固定資産及び無形固定資産

（単位：百万円）

△11

62

 財務諸表の資産合計 8,940 9,423

財務諸表計上額調整額報告セグメント計

482

　その他の項目

　　　減価償却費

　セグメント利益又は損失(△)

53 391 37

△48 8

当事業年度 前事業年度 当事業年度

（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度 前事業年度

△14

当事業年度前事業年度利益

 報告セグメント計 178 △96

 有形固定資産及び無形固定資産の

 減価償却費

366
 増加額額

707 5 37711

その他の項目

713

5015301918482511

 財務諸表の営業利益又は損失(△) 163 △107

 全社費用(注)

　　　の増加額
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＜訂正後＞

  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

前事業年度 （自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

当事業年度 （自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

仮設機材販売 仮設機材賃貸 住宅鉄骨事業

　売上高

　　　外部顧客への売上高 3,203 2,487 286 5,977

計 3,203 2,487 286 5,977

　セグメント利益又は損失(△) 76 129 △27 178

　セグメント資産 3,865 3,449 474 7,789

　その他の項目

　　　減価償却費 55 421 34 511

　　　有形固定資産及び無形固定資産
16 348 1 366

　　　の増加

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

仮設機材販売 仮設機材賃貸 住宅鉄骨事業

　売上高

　　　外部顧客への売上高 2,710 2,514 660 5,885

計 2,710 2,514 660 5,885

　セグメント利益又は損失(△) △48 8 △55 △96

　セグメント資産 3,806 3,001 1,328 8,136

　その他の項目

　　　減価償却費 53 394 34 482

有形固定資産及び無形固定資産
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  ４．報告セグメント合計額と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）

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

(注) 全社費用は、主に現金及び預金である。

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社備品の設備投資額である。

　　　有形固定資産及び無形固定資産
62 599 45 707

　　　の増加額

（単位：百万円）

利益 前事業年度 当事業年度

 報告セグメント計 178 △96

 全社費用(注) △14 △11

 財務諸表の営業利益又は損失(△) 163 △107

（単位：百万円）

資産 前事業年度 当事業年度

 報告セグメント計 7,789 8,136

 全社費用(注) 1,151 1,287

 財務諸表の資産合計 8,940 9,423

（単位：百万円）

その他の項目
報告セグメント計 調整額 財務諸表計上額

前事業年度 当事業年度 前事業年度 当事業年度 前事業年度

 減価償却費 511 482 18 19 530

366 707 11 5 377

当事業年度

501

712

以上

 増加額

 有形固定資産及び無形固定資産の
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