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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月30日に提出いたしました第147期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　　第５　経理の状況

　　　１　連結財務諸表等

　　　　 (1)連結財務諸表

　　　   注記事項

　　　　  （セグメント情報等）

　　　 　 セグメント情報

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

 

第５ 【経理の状況】

 

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【注記事項】

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　(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

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

　(単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額鋼構造物事業 建設事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 6,443,507 33,195,075 39,638,583 ― 39,638,583

セグメント間の内部売上高
又は振替高

149,716 192,806 342,522 △342,522 ―

計 6,593,223 33,387,881 39,981,105 △342,522 39,638,583

セグメント利益 132,878 895,919 1,028,798 △17,356 1,011,442

セグメント資産 7,223,137 33,682,974 40,906,111 △1,092,408 39,813,703

その他の項目      

　減価償却費 29,647 309,644 339,291 ― 339,291
 

　　(中略)

 

 

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

　(単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額鋼構造物事業 建設事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 5,330,891 37,071,069 42,401,960 ― 42,401,960

セグメント間の内部売上高
又は振替高

91,417 17,672 109,089 △109,089 ―

計 5,422,308 37,088,741 42,511,049 △109,089 42,401,960

セグメント利益又は損失(△) △490,598 1,719,687 1,229,089 △24,736 1,204,352

セグメント資産 6,580,203 33,940,269 40,520,472 △1,039,411 39,481,060

その他の項目      

　減価償却費 19,496 292,922 312,419 ― 312,419
 

　　(後略)
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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

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

　(単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額鋼構造物事業 建設事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 6,443,507 33,195,075 39,638,583 ― 39,638,583

セグメント間の内部売上高
又は振替高

149,716 192,806 342,522 △342,522 ―

計 6,593,223 33,387,881 39,981,105 △342,522 39,638,583

セグメント利益 132,878 895,919 1,028,798 △17,356 1,011,442

セグメント資産 7,223,137 33,682,974 40,906,111 △1,092,408 39,813,703

その他の項目      

　減価償却費 29,647 309,644 339,291 ― 339,291

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

51,161 388,486 439,647 ― 439,647
 

　　(中略)

 
 

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

　(単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額鋼構造物事業 建設事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 5,330,891 37,071,069 42,401,960 ― 42,401,960

セグメント間の内部売上高
又は振替高

91,417 17,672 109,089 △109,089 ―

計 5,422,308 37,088,741 42,511,049 △109,089 42,401,960

セグメント利益又は損失(△) △490,598 1,719,687 1,229,089 △24,736 1,204,352

セグメント資産 6,580,203 33,940,269 40,520,472 △1,039,411 39,481,060

その他の項目      

　減価償却費 19,496 292,922 312,419 ― 312,419

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

32,318 827,146 859,464 ― 859,464
 

　　(後略)
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