
                          
平成 27 年６月８日 

各      位 
                              会 社 名  田 辺 工 業 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  四月朔日義雄 
（コード番号 １８２８： 東証第二部） 

問合せ先  執行役員事務部長 権守 勇一 
（TEL．０２５－５４５－６５００） 

 
（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 27 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 

 
 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）」の記載内容に一部誤りがあり

ましたので下記のとおり訂正いたします。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を送信いたし

ます。 

  なお、訂正箇所は下線  にて表示しております。 

 

記 

１. 訂正の理由 
 「平成 27 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に記載のなかにあります連結キャッシュ・フロー計算書の当

連結会計年度に計算の誤りが判明したため、訂正するものであります。 

 

２．訂正箇所 

  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） 

 （３）連結キャッシュ・フローの状況 

 

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 

 

２． 連結財務諸表 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．訂正内容 

サマリー情報 

【訂正前】 

    

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）             
（３）連結キャッシュ・フローの状況                              （百万円未満切捨て） 

 
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

927

357

百万円

△1,079

△1,087

百万円 
68 

729 

百万円

3,936

3,943
27 年 3 月期 

26 年 3 月期 

  

 

【訂正後】 
    

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）             
（３）連結キャッシュ・フローの状況                              （百万円未満切捨て） 

 
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

927

357

百万円

△1,274

△1,087

百万円 
263 

729 

百万円

3,936

3,943
27 年 3 月期  

26 年 3 月期  

  

 
１．経営成績・財政状態に関する分析 
【訂正前】 

 

（２）財政状態に関する分析 
②キャッシュ・フローの状況 

   （省略） 
   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   機械・運搬具及び工具器具備品等有形固定資産の取得による支出等により、1,079 百万円の支出（前連結

会計年度末比 0.7%減）となりました。 
   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   主に長期借入金等の実施による収入等により、68 百万円の収入（前連結会計年度末比 90.6％減）となり

ました。 
 
【訂正後】 

 

（２）財政状態に関する分析 
②キャッシュ・フローの状況 

   （省略） 
   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   機械・運搬具及び工具器具備品等有形固定資産の取得による支出等により、1,274 百万円の支出（前連結

会計年度末比 17.2%増）となりました。 
   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   主に長期借入金の実施による収入により、263 百万円の収入（前連結会計年度末比 63.9％減）となりまし

た。 
 
 
 
 
 

 



（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 934,194 820,739

減価償却費 424,522 539,413

減損損失 － 263,692

投資有価証券評価損益（△は益） － 670

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57 △116

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,073 30,612

退職給付引当金の増減額（△は減少） △900,334 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 876,725 △58,721

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 903 1,759

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,900 37,800

受取利息及び受取配当金 △7,090 △7,759

支払利息 24,612 25,217

為替差損益（△は益） △11,702 △7,459

投資有価証券売却損益（△は益） △49,873 △210

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,796

有形固定資産除却損 27,298 1,845

売上債権の増減額（△は増加） △1,231,073 △199,696

未成工事支出金の増減額（△は増加） 141,525 △104,766

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,695 △42,048

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,462 △9,038

仕入債務の増減額（△は減少） 336,240 21,152

未成工事受入金の増減額（△は減少） 188,808 △14,440

その他の流動負債の増減額（△は減少） △26,918 86,547

その他 415 4,667

小計 752,127 1,388,064

利息及び配当金の受取額 7,090 7,759

利息の支払額 △25,090 △25,273

法人税等の支払額 △377,076 △442,566

営業活動によるキャッシュ・フロー 357,050 927,984

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 △1,024,361 △1,242,270

有形固定資産の売却による収入 － 196,655

無形固定資産の取得による支出 △28,591 △14,113

投資有価証券の取得による支出 △187,544 △65,904

投資有価証券の売却による収入 154,029 56,739

貸付金の回収による収入 457 538

その他 △1,639 △11,619

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,087,650 △1,079,973

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） △35,529 △151,415

長期借入れによる収入 1,200,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △330,000 △352,941

自己株式の取得による支出 △67 △27

配当金の支払額 △80,255 △91,812

リース債務の返済による支出 △24,827 △35,050

財務活動によるキャッシュ・フロー 729,320 68,753

現金及び現金同等物に係る換算差額 107,677 77,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106,397 △6,075

現金及び現金同等物の期首残高 3,836,646 3,943,043

現金及び現金同等物の期末残高 3,943,043 3,936,968

 
 
 
 
 



【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 934,194 820,739

減価償却費 424,522 539,413

減損損失 － 263,692

投資有価証券評価損益（△は益） － 670

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57 △116

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,073 30,612

退職給付引当金の増減額（△は減少） △900,334 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 876,725 △58,721

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 903 1,759

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,900 37,800

受取利息及び受取配当金 △7,090 △7,759

支払利息 24,612 25,217

為替差損益（△は益） △11,702 △7,459

投資有価証券売却損益（△は益） △49,873 △210

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,796

有形固定資産除却損 27,298 1,845

売上債権の増減額（△は増加） △1,231,073 △199,696

未成工事支出金の増減額（△は増加） 141,525 △104,766

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,695 △42,048

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,462 △9,038

仕入債務の増減額（△は減少） 336,240 21,152

未成工事受入金の増減額（△は減少） 188,808 △14,440

その他の流動負債の増減額（△は減少） △26,918 86,547

その他 415 4,667

小計 752,127 1,388,064

利息及び配当金の受取額 7,090 7,759

利息の支払額 △25,090 △25,273

法人税等の支払額 △377,076 △442,566

営業活動によるキャッシュ・フロー 357,050 927,984

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 △1,024,361 △1,242,270

有形固定資産の売却による収入 － 2,285

無形固定資産の取得による支出 △28,591 △14,113

投資有価証券の取得による支出 △187,544 △65,904

投資有価証券の売却による収入 154,029 56,739

貸付金の回収による収入 457 538

その他 △1,639 △11,619

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,087,650 △1,274,343

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） △35,529 △151,415

長期借入れによる収入 1,200,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △330,000 △352,941

自己株式の取得による支出 △67 △27

配当金の支払額 △80,255 △91,812

セール・アンド・リースバックによる収入 － 194,370

リース債務の返済による支出 △24,827 △35,050

財務活動によるキャッシュ・フロー 729,320 263,123

現金及び現金同等物に係る換算差額 107,677 77,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106,397 △6,075

現金及び現金同等物の期首残高 3,836,646 3,943,043

現金及び現金同等物の期末残高 3,943,043 3,936,968

 
 
 
 
 


