
平成24年５月16日

各　位

  【訂正箇所】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

4,603 4,603

4,182 4,182
0 0

4,182 4,182

1,119 1,119
24,043 25,461
1,000 1,000

圧縮積立金 367 363
19,700 21,200

繰越利益剰余金 2,975 2,898
25,163 26,580
△ 621 △ 621
33,327 34,745

387 263
387 263

33,715 35,009
56,706 61,776

(訂正前)

　　　その他利益剰余金

　　利益剰余金

　　資本剰余金

　　　　別途積立金

　　　利益剰余金合計

　評価・換算差額等

　　評価・換算差額等合計

　　　資本準備金

　　　資本剰余金合計

　　　利益準備金

　　　　配当平均積立金

負債純資産合計

　　自己株式

　　　その他資本剰余金

　純資産合計

(訂正・数値データ訂正)「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

　平成24年５月14日付で公表しました「平成24年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」について、一部記
載に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
また、訂正後の数値データ（XBRL）につきましても送信いたします。

記

　　その他有価証券評価差額金

　　株主資本合計

純資産の部
　株主資本
　　資本金

　　　　　　　　会 社 名  コ ニ シ 株式会社
　　　　　　　　代表者名  代表取締役社長      大丸  智夫
　　　　　　　　（コード番号　4956  東証・大証 第一部）
　　　　　　　　問合せ先  専務取締役社長室室長 東郷  正人
　　　　　　　　（TEL 06－6228－2877）

(23ﾍﾟｰｼﾞ)
５． 個別財務諸表
　(1) 貸借対照表
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

4,603 4,603

4,182 4,182
0 0

4,182 4,182

1,119 1,119
24,043 25,461
1,000 1,000

圧縮積立金 367 393
19,700 21,200

繰越利益剰余金 2,975 2,868
25,163 26,580
△ 621 △ 621
33,327 34,745

387 263
387 263

33,715 35,009
56,706 61,776

(訂正後)

純資産の部
　株主資本
　　資本金
　　資本剰余金

　　株主資本合計
　評価・換算差額等

　　　資本準備金
　　　その他資本剰余金
　　　資本剰余金合計
　　利益剰余金
　　　利益準備金
　　　その他利益剰余金
　　　　配当平均積立金

　　　　別途積立金

　　　利益剰余金合計
　　自己株式

　　その他有価証券評価差額金
　　評価・換算差額等合計
　純資産合計
負債純資産合計

- 2 -



(26～27ﾍﾟｰｼﾞ)
５． 個別財務諸表
　(3) 株主資本等変動計算書

(訂正前)
（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

　　その他利益剰余金
　　　配当平均積立金
　　　　当期首残高 1,000 1,000
　　　　当期変動額
　　　　　当期変動額合計 - -
　　　　当期末残高 1,000 1,000
　　　圧縮積立金
　　　　当期首残高 381 367
　　　　当期変動額
　　　　　圧縮積立金の取崩 △ 13 △ 4
　　　　　当期変動額合計 △ 13 △ 4
　　　　当期末残高 367 363
　　　別途積立金
　　　　当期首残高 18,700 19,700
　　　　当期変動額
　　　　　別途積立金の積立 1,000 1,500
　　　　　当期変動額合計 1,000 1,500
　　　　当期末残高 19,700 21,200
　　　繰越利益剰余金
　　　　当期首残高 2,139 2,975
　　　　当期変動額
　　　　　剰余金の配当 △ 394 △ 512
　　　　　圧縮積立金の取崩 13 4
　　　　　別途積立金の積立 △ 1,000 △ 1,500
　　　　　当期純利益 2,216 1,930
　　　　　自己株式の処分 - -
　　　　　当期変動額合計 836 △ 77
　　　　当期末残高 2,975 2,898
　　利益剰余金合計
　　　当期首残高 23,340 25,163
　　　当期変動額
　　　　剰余金の配当 △ 394 △ 512
　　　　圧縮積立金の取崩 - -
　　　　別途積立金の積立 - -
　　　　当期純利益 2,216 1,930
　　　　自己株式の処分 - -
　　　　当期変動額合計 1,822 1,417
　　　当期末残高 25,163 26,580
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（単位：百万円）
前事業年度

(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

1,000 1,000

- -
1,000 1,000

381 367

圧縮積立金の積立 - 30
△ 13 △ 4
△ 13 25
367 393

18,700 19,700

1,000 1,500
1,000 1,500
19,700 21,200

2,139 2,975

△ 394 △ 512
圧縮積立金の積立 - △ 30

13 4
△ 1,000 △ 1,500
2,216 1,930

- -
836 △ 107

2,975 2,868

23,340 25,163

△ 394 △ 512
- -
- -
- -

2,216 1,930
- -

1,822 1,417
25,163 26,580

以　上

　　　　　自己株式の処分

(訂正後)

　　　　　圧縮積立金の取崩
　　　　　別途積立金の積立
　　　　　当期純利益

　　　　当期純利益
　　　　自己株式の処分
　　　　当期変動額合計
　　　当期末残高

　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高
　　　別途積立金
　　　　当期首残高

　　　圧縮積立金
　　　　当期首残高
　　　　当期変動額

　　　　　圧縮積立金の取崩

　　利益剰余金合計
　　　当期首残高

　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高

　　　当期変動額
　　　　剰余金の配当

　　　　圧縮積立金の取崩
　　　　別途積立金の積立

圧縮積立金の積立

　　　　当期変動額
　　　　　別途積立金の積立
　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高
　　　繰越利益剰余金
　　　　当期首残高
　　　　当期変動額
　　　　　剰余金の配当

　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高

　　その他利益剰余金
　　　配当平均積立金
　　　　当期首残高
　　　　当期変動額
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