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（訂正・数値データ訂正） 

「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 当社は、2022年５月12日開示いたしました「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において、記載内

容に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。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、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後に、記載内容の一部に訂正すべき事項があること

が判明しましたので、これを訂正いたします。 

 

２．訂正箇所 

添付資料（２ページ） 

１．経営成績等の概況 

(1）当期の経営成績の概況 

 

添付資料（８ページ） 

３．連結財務諸表及び主な注記 

(2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

 

添付資料（12ページ） 

３．連結財務諸表及び主な注記 

(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  



 

 

添付資料（２ページ） 

１．経営成績等の概況 

(1）当期の経営成績の概況 

 

【訂正前】 

（中略） 

次に利益面につきましては、営業利益は前連結会計年度比3.6％減の12億55百万円、経常利益は前連結会計年度比17.5％増

の17億０百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別利益に投資有価証券売却益２億８百万円等、特別損失に投資有価証

券評価損５億８百万円等を計上し、また、法人税等３億37百万円を計上した結果、前連結会計年度比14.5％減の９億74百万円

となりました。 

（後略） 

 

【訂正後】 

（中略） 

次に利益面につきましては、営業利益は前連結会計年度比3.6％減の12億55百万円、経常利益は前連結会計年度比17.5％増

の17億０百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別利益に投資有価証券売却益２億８百万円等、特別損失に投資有価証

券評価損５億17百万円等を計上し、また、法人税等３億37百万円を計上した結果、前連結会計年度比14.5％減の９億74百万

円となりました。 

（後略） 

 

 

添付資料（８ページ） 

３．連結財務諸表及び主な注記 
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 
 

【訂正前】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 2020年４月１ 日 
至 2021年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年４月１ 日 
至 2022年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 57,767 － 

投資有価証券売却益 － 208,176 

子会社清算益 － 15,078 

完成工事補償引当金戻入額 268,672 － 

特別利益合計 326,440 223,254 

特別損失   

固定資産売却損 8,685 12,501 

固定資産除却損 － 19,056 

投資有価証券評価損 96,210 508,681 

関係会社株式評価損 59,406 9,240 

関係会社整理損 － 33,557 

訴訟損失引当金繰入額 － 28,890 

原状復旧工事費用 25,000 － 

特別損失合計 189,303 611,926 

税金等調整前当期純利益 1,584,675 1,312,024 

法人税、住民税及び事業税 369,307 374,676 

過年度法人税等 － 46,065 

法人税等調整額 75,841 △82,982 

法人税等合計 445,148 337,760 

当期純利益 1,139,527 974,264 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,139,527 974,264 

 

  



 

 

 

【訂正後】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 2020年４月１ 日 
至 2021年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年４月１ 日 
至 2022年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 57,767 － 

投資有価証券売却益 － 208,176 

子会社清算益 － 15,078 

完成工事補償引当金戻入額 268,672 － 

特別利益合計 326,440 223,254 

特別損失   

固定資産売却損 8,685 12,501 

固定資産除却損 － 19,056 

投資有価証券評価損 96,210 517,921 

関係会社株式評価損 59,406 － 

関係会社整理損 － 33,557 

原状復旧工事費用 25,000 － 

その他 － 28,890 

特別損失合計 189,303 611,926 

税金等調整前当期純利益 1,584,675 1,312,024 

法人税、住民税及び事業税 369,307 374,676 

過年度法人税等 － 46,065 

法人税等調整額 75,841 △82,982 

法人税等合計 445,148 337,760 

当期純利益 1,139,527 974,264 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,139,527 974,264 

 

  



 

 

添付資料（12ページ） 

３．連結財務諸表及び主な注記 
（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 2020年４月１ 日 
至 2021年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年４月１ 日 
至 2022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 1,584,675 1,312,024 

減価償却費 308,555 351,576 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,858 △135,358 

賞与引当金の増減額（△は減少） △439 △1,253 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △34,197 △13,016 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △264,648 △5,909 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7,193 36,789 

その他の引当金の増減額（△は減少） 37,821 61,788 

受取利息及び受取配当金 △90,501 △73,030 

受取保険金 △132,694 △117,606 

支払利息 7,264 7,268 

為替差損益（△は益） △6,798 △316,030 

持分法による投資損益（△は益） △20,259 △28,262 

投資有価証券売却損益（△は益） △10,105 △208,176 

投資有価証券評価損益（△は益） 96,210 508,681 

関係会社株式売却損益（△は益） 59,406 － 

関係会社株式評価損 － 9,240 

固定資産売却損益（△は益） △49,082 12,501 

固定資産除却損 － 19,056 

関係会社整理損 － 33,557 

子会社清算損益（△は益） － △15,078 

売上債権の増減額（△は増加） 11,868,112 △2,139,710 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △25,123 921,557 

立替金の増減額（△は増加） △620,822 282,853 

未収消費税等の増減額（△は増加） 6,892 58,599 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,206,159 406,946 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 779,542 △452,057 

未払金の増減額（△は減少） 46,322 △67,992 

預り金の増減額（△は減少） 9,509 △291,688 

未払消費税等の増減額（△は減少） 514,198 △527,683 

その他 △68,078 53,580 

小計 7,806,266 △316,831 

利息及び配当金の受取額 120,372 73,030 

保険金の受取額 132,694 117,606 

利息の支払額 △7,264 △7,268 

法人税等の支払額 △551,011 △399,990 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,501,057 △533,453 

 

  



 

 

 

【訂正後】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 2020年４月１ 日 
至 2021年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2021年４月１ 日 
至 2022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 1,584,675 1,312,024 

減価償却費 308,555 351,576 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,858 △135,358 

賞与引当金の増減額（△は減少） △439 △1,253 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △34,197 △13,016 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △264,648 △5,909 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7,193 36,789 

その他の引当金の増減額（△は減少） 37,821 61,788 

受取利息及び受取配当金 △90,501 △73,030 

受取保険金 △132,694 △117,606 

支払利息 7,264 7,268 

為替差損益（△は益） △6,798 △316,030 

持分法による投資損益（△は益） △20,259 △28,262 

投資有価証券売却損益（△は益） △10,105 △208,176 

投資有価証券評価損益（△は益） 96,210 517,921 

関係会社株式売却損益（△は益） 59,406 － 

固定資産売却損益（△は益） △49,082 12,501 

固定資産除却損 － 19,056 

関係会社整理損 － 33,557 

子会社清算損益（△は益） － △15,078 

売上債権の増減額（△は増加） 11,868,112 △2,139,710 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △25,123 921,557 

立替金の増減額（△は増加） △620,822 282,853 

未収消費税等の増減額（△は増加） 6,892 58,599 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,206,159 406,946 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 779,542 △452,057 

未払金の増減額（△は減少） 46,322 △67,992 

預り金の増減額（△は減少） 9,509 △291,688 

未払消費税等の増減額（△は減少） 514,198 △527,683 

その他 △68,078 53,580 

小計 7,806,266 △316,831 

利息及び配当金の受取額 120,372 73,030 

保険金の受取額 132,694 117,606 

利息の支払額 △7,264 △7,268 

法人税等の支払額 △551,011 △399,990 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,501,057 △533,453 

 

 

以 上 


