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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27日に提出いたしました第43期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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

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

注記事項

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 

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）

回次 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

売上高（千円） 26,164,507 20,338,602 16,448,403 17,628,454 19,829,861

経常利益又は経常損失（△）
（千円）

250,869 404,694 △786,423 △299,745 644,309

当期純利益又は当期純損失
（△）（千円）

120,412 231,792 △735,686 △327,991 498,261

包括利益（千円） － － △1,012,818 △368,348 586,293

純資産額（千円） 8,598,105 8,832,394 7,751,647 7,329,855 7,825,441

総資産額（千円） 17,552,444 15,606,065 14,542,376 14,669,742 14,949,837

１株当たり純資産額（円） 1,237.22 1,262.46 1,141.59 1,084.51 1,146.69

１株当たり当期純利益金額又
は１株当たり当期純損失金額
（△）（円）

17.31 34.74 △110.28 △49.17 74.71

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 47.0 54.0 52.4 49.3 51.2

自己資本利益率（％） 1.5 2.8 － － 6.7

株価収益率（倍） 11.3 7.2 － － 5.2

営業活動によるキャッシュ・
フロー（千円）

△153,586 2,091,549 △525,146 △342,845 641,033

投資活動によるキャッシュ・
フロー（千円）

△324,794 △58,738 △41,582 21,042 266,799

財務活動によるキャッシュ・
フロー（千円）

81,038 △161,779 △82,516 △47,958 △682,836

現金及び現金同等物の期末残
高（千円）

3,873,783 5,745,486 5,094,039 4,724,012 4,974,963

従業員数
［外、平均臨時雇用者数］
（人）

371
［－］

376
［－］

369
［－］

345
［－］

376
［－］

　（注）　省略
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（訂正後）

回次 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

売上高（千円） 26,164,507 20,338,602 16,448,403 17,628,454 19,829,861

経常利益又は経常損失（△）
（千円）

250,869 404,694 △786,423 △299,745 644,309

当期純利益又は当期純損失
（△）（千円）

120,412 231,792 △735,686 △327,991 498,261

包括利益（千円） － － △1,012,818 △368,348 586,293

純資産額（千円） 8,598,105 8,832,394 7,751,647 7,329,855 7,825,441

総資産額（千円） 17,552,444 15,606,065 14,542,376 14,669,742 14,949,837

１株当たり純資産額（円） 1,237.22 1,262.46 1,141.59 1,084.51 1,146.69

１株当たり当期純利益金額又
は１株当たり当期純損失金額
（△）（円）

17.31 34.74 △110.28 △49.17 74.71

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 47.0 54.0 52.4 49.3 51.2

自己資本利益率（％） 1.5 2.8 － － 6.7

株価収益率（倍） 11.3 7.2 － － 5.2

営業活動によるキャッシュ・
フロー（千円）

△153,586 2,091,549 △525,146 △342,845 641,033

投資活動によるキャッシュ・
フロー（千円）

△324,794 △58,738 △41,582 21,042 366,799

財務活動によるキャッシュ・
フロー（千円）

81,038 △161,779 △82,516 △47,958 △682,836

現金及び現金同等物の期末残
高（千円）

3,873,783 5,745,486 5,094,039 4,724,012 5,074,963

従業員数
［外、平均臨時雇用者数］
（人）

371
［－］

376
［－］

369
［－］

345
［－］

376
［－］

　（注）　省略
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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

（訂正前）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に税金等調整前当期純利益および減

価償却費により、前連結会計年度末に比べて２億50百万円増加し、当連結会計年度末には49億74百万円（前連結会計年

度比5.3％増）となりました。

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得た資金は、６億41百万円（前連結会計年度は３億42百万円の支出）となりました。これは主に税金

等調整前当期純利益６億39百万円、減価償却費４億57百万円により資金が増加したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得た資金は、２億66百万円（前連結会計年度は21百万円の収入）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出１億47百万円により資金が減少したものの、有形固定資産の売却による収入２億51百万円や有価

証券の償還による収入１億円により資金が増加したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は、６億82百万円（前連結会計年度は47百万円の支出）となりました。これは主に長期

借入金の返済による支出３億５百万円、割賦債務の返済による支出２億59百万円により資金が減少したためでありま

す。

 

（訂正後）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に税金等調整前当期純利益および減

価償却費により、前連結会計年度末に比べて３億50百万円増加し、当連結会計年度末には50億74百万円（前連結会計年

度比7.4％増）となりました。

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得た資金は、６億41百万円（前連結会計年度は３億42百万円の支出）となりました。これは主に税金

等調整前当期純利益６億39百万円、減価償却費４億57百万円により資金が増加したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得た資金は、３億66百万円（前連結会計年度は21百万円の収入）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出１億47百万円により資金が減少したものの、有形固定資産の売却による収入２億51百万円や有価

証券の償還による収入１億円、定期預金の払戻による収入１億円により資金が増加したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は、６億82百万円（前連結会計年度は47百万円の支出）となりました。これは主に長期

借入金の返済による支出３億５百万円、割賦債務の返済による支出２億59百万円により資金が減少したためでありま

す。
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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：千円）

 
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又は税金等調整前当
期純損失（△）

△310,677 639,227

減価償却費 577,806 457,939

工事損失引当金の増減額（△は減少） △12,302 △32,647

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,145 14,308

投資損失引当金の増減額（△は減少） 13,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,519 1,519

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,157 2,879

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,100 4,700

受取利息及び受取配当金 △15,047 △10,106

支払利息 19,556 24,012

有形固定資産売却損益（△は益） △45,203 △210,916

有形固定資産処分損益（△は益） 7,041 137,752

減損損失 30,366 70,277

売上債権の増減額（△は増加） △919,337 △972,517

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △123,743 244,987

仕入債務の増減額（△は減少） 544,837 100,741

未成工事受入金の増減額（△は減少） 40,938 △46,822

その他 △117,337 265,054

小計 △383,023 690,390

利息及び配当金の受取額 14,155 11,923

利息の支払額 △18,030 △25,036

法人税等の支払額 △35,504 △38,838

法人税等の還付額 79,556 2,594

営業活動によるキャッシュ・フロー △342,845 641,033

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 126,181 －

有形固定資産の取得による支出 △230,833 △147,362

有形固定資産の売却による収入 49,550 251,464

投資有価証券の取得による支出 △11,532 △885

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還に
よる収入

100,000 100,125

貸付けによる支出 △50,783 △23,830

貸付金の回収による収入 21,556 7,624

その他 16,902 79,663

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,042 266,799
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  （単位：千円）

 
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）

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） 50,336 △96,154

長期借入れによる収入 627,230 94,574

長期借入金の返済による支出 △359,663 △305,531

割賦債務の返済による支出 △278,151 △259,949

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △78 △318

配当金の支払額 △53,285 △53,040

少数株主への配当金の支払額 － △900

その他 △14,345 △41,517

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,958 △682,836

現金及び現金同等物に係る換算差額 △265 6,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △370,027 231,069

現金及び現金同等物の期首残高 5,094,039 4,724,012

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

－ 19,881

現金及び現金同等物の期末残高 ※１　4,724,012 ※１　4,974,963
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（訂正後）

  （単位：千円）

 
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又は税金等調整前当
期純損失（△）

△310,677 639,227

減価償却費 577,806 457,939

工事損失引当金の増減額（△は減少） △12,302 △32,647

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,145 14,308

投資損失引当金の増減額（△は減少） 13,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,519 1,519

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,157 2,879

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,100 4,700

受取利息及び受取配当金 △15,047 △10,106

支払利息 19,556 24,012

有形固定資産売却損益（△は益） △45,203 △210,916

有形固定資産処分損益（△は益） 7,041 137,752

減損損失 30,366 70,277

売上債権の増減額（△は増加） △919,337 △972,517

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △123,743 244,987

仕入債務の増減額（△は減少） 544,837 100,741

未成工事受入金の増減額（△は減少） 40,938 △46,822

その他 △117,337 265,054

小計 △383,023 690,390

利息及び配当金の受取額 14,155 11,923

利息の支払額 △18,030 △25,036

法人税等の支払額 △35,504 △38,838

法人税等の還付額 79,556 2,594

営業活動によるキャッシュ・フロー △342,845 641,033

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 126,181 100,000

有形固定資産の取得による支出 △230,833 △147,362

有形固定資産の売却による収入 49,550 251,464

投資有価証券の取得による支出 △11,532 △885

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還に
よる収入

100,000 100,125

貸付けによる支出 △50,783 △23,830

貸付金の回収による収入 21,556 7,624

その他 16,902 79,663

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,042 366,799
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  （単位：千円）

 
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）

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） 50,336 △96,154

長期借入れによる収入 627,230 94,574

長期借入金の返済による支出 △359,663 △305,531

割賦債務の返済による支出 △278,151 △259,949

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △78 △318

配当金の支払額 △53,285 △53,040

少数株主への配当金の支払額 － △900

その他 △14,345 △41,517

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,958 △682,836

現金及び現金同等物に係る換算差額 △265 6,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △370,027 331,069

現金及び現金同等物の期首残高 5,094,039 4,724,012

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

－ 19,881

現金及び現金同等物の期末残高 ※１　4,724,012 ※１　5,074,963

 

【注記事項】

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 
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）

現金預金勘定 4,848,233千円 5,101,522千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △121,500 △121,500

その他 △2,720 △5,059

現金及び現金同等物 4,724,012 4,974,963

 

（訂正後）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 
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）

現金預金勘定 4,848,233千円 5,101,522千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △121,500 △21,500

その他 △2,720 △5,059

現金及び現金同等物 4,724,012 5,074,963

 

EDINET提出書類

株式会社テノックス(E00232)

訂正有価証券報告書

9/9


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	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
	第２事業の状況

	１業績等の概要
	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
	注記事項




