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2020年6月19日

各 位

会 社 名 株式会社 名村造船所

代表者名 代表取締役社長 名村 建介

(コード番号：7014 東証 第１部)

問合せ先 経営業務本部長代行 向 周

(TEL 06 － 6543 － 3561)

(((((訂正訂正訂正訂正訂正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))「「「「「22222000002222200000年年年年年３３３３３月月月月月期期期期期 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕(((((連結連結連結連結連結)))))」」」」」の一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正について

2020年５月22日に公表いたしました「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の内容につき
まして、記載事項に一部訂正すべき内容がございましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、訂正箇所には を付しております。

記

１．訂正理由
2020年３月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載の内容に一部訂正

が生じましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。

２．訂正箇所および訂正内容

(１)(サマリー情報)

【訂正前】

（３）連結キャッシュ・フローの状況

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 百万円 百万円 百万円

　2020年3月期 △11,567 △7,055 △3,297 44,256

　2019年3月期 △15,613 5,595 △1,279 66,189

【訂正後】

（３）連結キャッシュ・フローの状況

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 百万円 百万円 百万円

　2020年3月期 △11,639 △6,983 △3,297 44,256

　2019年3月期 △15,613 5,595 △1,279 66,189
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(２) 決算短信添付資料３ページ １. 経営成績等の概況
（３）当期のキャッシュ・フローの概況

【訂正前】

現金及び現金同等物につきましては、前連結会計年度末に比べ21,933百万円減少し、44,256百

万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、11,567百万円の資金の減少となりました。前連結会計

年度末に比べ4,046百万円増加しており、これは主に税金等調整前当期純損失となりましたもの

の、工事損失引当金が減少したことなどによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、7,055百万円の資金の減少となりました。前連結会計年

度末に比べ12,650百万円減少しており、これは主に前連結会計年度は連結範囲の変更を伴う子会

社株式の売却による収入が多額に計上されていたこと、有形固定資産の取得による支出が増加し

たことなどによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、3,297百万円の資金の減少となりました。前連結会計年

度末に比べ2,018百万円減少しており、これは主に借入れによる収入が減少したことなどによるも

のであります。

【訂正後】

現金及び現金同等物につきましては、前連結会計年度末に比べ21,933百万円減少し、44,256百

万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、11,639百万円の資金の減少となりました。前連結会計

年度末に比べ3,974百万円増加しており、これは主に税金等調整前当期純損失となりましたもの

の、工事損失引当金が減少したことなどによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、6,983百万円の資金の減少となりました。前連結会計年

度末に比べ12,578百万円減少しており、これは主に前連結会計年度は連結範囲の変更を伴う子会

社株式の売却による収入が多額に計上されていたこと、有形固定資産の取得による支出が増加し

たことなどによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、3,297百万円の資金の減少となりました。前連結会計年

度末に比べ2,018百万円減少しており、これは主に借入れによる収入が減少したことなどによるも

のであります。
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(３) 決算短信添付資料10，11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：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(省略)

その他 △1,249 △644

小計 △15,479 △11,153

利息及び配当金の受取額 504 371

利息の支払額 △321 △338

法人税等の支払額 △443 △516

法人税等の還付額 126 69

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,613 △11,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

(省略)

その他 30 △114

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,595 △7,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 7,247 18,200

短期借入金の返済による支出 △7,244 △19,099

(省略)

【訂正後】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(省略)

その他 △1,249 △851

小計 △15,479 △11,360

利息及び配当金の受取額 504 371

利息の支払額 △321 △338

法人税等の支払額 △443 △381

法人税等の還付額 126 69

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,613 △11,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

(省略)

その他 30 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,595 △6,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 7,247 6,500

短期借入金の返済による支出 △7,244 △7,399

(省略)
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(４) 決算短信添付資料17ページ

３. 連結財務諸表及び主な注記

　（５）連結財務諸表に関する注記事項 （セグメント情報等）

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

【訂正前】
当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

調整額
(注)１

連結財務
諸表計上
額(注)２新造船 修繕船 鉄構・機械 その他

(省略)

セグメント資産 95,324 12,576 9,420 9,322 126,642 11,480 138,122

その他の項目

　減価償却費 2,272 781 239 221 3,513 416 3,929

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加
　額

5,588 225 75 126 6,014 261 6,275

(以下 省略)

【訂正後】
当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

調整額
(注)１

連結財務
諸表計上
額(注)２新造船 修繕船 鉄構・機械 その他

(省略)

セグメント資産 92,103 12,576 9,420 12,543 126,642 11,480 138,122

その他の項目

　減価償却費 2,272 781 239 221 3,513 416 3,929

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加
　額

2,367 225 75 3,347 6,014 261 6,275

(以下 省略)

(５) 決算短信添付資料18ページ

３. 連結財務諸表及び主な注記

　（５）連結財務諸表に関する注記事項 （セグメント情報等）【関連情報】

　 ２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

【訂正前】
(単位：百万円)

日本 パナマ リベリア マーシャル諸島 香港 その他 合計

18,755 25,912 17,140 14,008 13,872 22,200 111,887

(以下 省略)

【訂正後】
(単位：百万円)

日本 パナマ リベリア マーシャル諸島 香港 その他 合計

28,005 25,912 17,140 14,008 13,872 12,950 111,887

(以下 省略)

以 上
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