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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25年６月28日に提出いたしました第10期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）の有価証券報告書の記載の一

部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、当該有価証券報告書の訂正報告書

を提出するものです。

　なお、連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL形式のデータ

一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

(1）連結経営指標等

第２　事業の状況

１　業績等の概要

(2）キャッシュ・フローの状況

７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

④　連結キャッシュ・フロー計算書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

EDINET提出書類

株式会社安藤・間(E00317)

訂正有価証券報告書

2/7



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

　　（訂正前）

 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

＜省略＞

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) （略） （略） （略） （略） 8,919

＜省略＞

 

　　（訂正後）

 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

＜省略＞

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) （略） （略） （略） （略） 7,933

＜省略＞

 

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(2）キャッシュ・フローの状況

（前文省略）

　　（訂正前）

＜省略＞

　営業活動によるキャッシュ・フローは、89億円の資金増加（前連結会計年度は31億円の資金減少）となった。

＜省略＞

 

　　（訂正後）

＜省略＞

　営業活動によるキャッシュ・フローは、79億円の資金増加（前連結会計年度は31億円の資金減少）となった。

＜省略＞

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　（訂正前）

＜省略＞

　営業活動によるキャッシュ・フローでは、89億円の資金増加となった。

＜省略＞

 

　　（訂正後）

＜省略＞

　営業活動によるキャッシュ・フローでは、79億円の資金増加となった。

＜省略＞
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第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

④　連結キャッシュ・フロー計算書

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25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 4,061 4,217

減価償却費 659 560

減損損失 557 ─

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,371 600

前払年金費用の増減額（△は増加） △2,739 △426

受取利息及び受取配当金 △78 △92

支払利息 715 603

為替差損益（△は益） 48 493

投資有価証券売却損益（△は益） △2 ─

投資有価証券評価損益（△は益） 127 55

有形固定資産売却損益（△は益） △72 △8

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） ─ 696

災害修繕損失引当金の増減額（△は減少） △189 △105

売上債権の増減額（△は増加） 3,192 △5,076

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,780 457

たな卸資産の増減額（△は増加） △297 847

立替金の増減額（△は増加） 1,148 1,591

仕入債務の増減額（△は減少） △7,445 1,167

未成工事受入金の増減額（△は減少） 910 4,602

預り金の増減額（△は減少） △2,570 3,170

未払消費税等の増減額（△は減少） △684 △3,724

その他 △1,050 334

小計 △2,098 9,984

利息及び配当金の受取額 79 93

利息の支払額 △546 △539

法人税等の支払額 △591 △617

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,157 8,919
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △41 △68

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 24 52

有形固定資産の取得による支出 △188 △367

有形固定資産の売却による収入 633 12

貸付けによる支出 △6 △2

貸付金の回収による収入 11 17

その他 129 △367

投資活動によるキャッシュ・フロー 561 △723

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） 540 △1,840

長期借入れによる収入 3,153 4,514

長期借入金の返済による支出 △6,506 △6,588

配当金の支払額 △259 △395

その他 △4 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,075 △4,346

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47 △493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,718 3,356

現金及び現金同等物の期首残高 35,021 29,302

現金及び現金同等物の期末残高 ※　29,302 ※　32,659
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25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 4,061 4,217

減価償却費 659 560

減損損失 557 ─

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,371 600

前払年金費用の増減額（△は増加） △2,739 △426

受取利息及び受取配当金 △78 △92

支払利息 715 603

為替差損益（△は益） 48 △493

投資有価証券売却損益（△は益） △2 ─

投資有価証券評価損益（△は益） 127 55

有形固定資産売却損益（△は益） △72 △8

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） ─ 696

災害修繕損失引当金の増減額（△は減少） △189 △105

売上債権の増減額（△は増加） 3,192 △5,076

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,780 457

たな卸資産の増減額（△は増加） △297 847

立替金の増減額（△は増加） 1,148 1,591

仕入債務の増減額（△は減少） △7,445 1,167

未成工事受入金の増減額（△は減少） 910 4,602

預り金の増減額（△は減少） △2,570 3,170

未払消費税等の増減額（△は減少） △684 △3,724

その他 △1,050 334

小計 △2,098 8,998

利息及び配当金の受取額 79 93

利息の支払額 △546 △539

法人税等の支払額 △591 △617

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,157 7,933
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △41 △68

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 24 52

有形固定資産の取得による支出 △188 △367

有形固定資産の売却による収入 633 12

貸付けによる支出 △6 △2

貸付金の回収による収入 11 17

その他 129 △367

投資活動によるキャッシュ・フロー 561 △723

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） 540 △1,840

長期借入れによる収入 3,153 4,514

長期借入金の返済による支出 △6,506 △6,588

配当金の支払額 △259 △395

その他 △4 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,075 △4,346

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47 493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,718 3,356

現金及び現金同等物の期首残高 35,021 29,302

現金及び現金同等物の期末残高 ※　29,302 ※　32,659

 

以上
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