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平成 24 年 5 月 25 日 

各   位 

上場会社名 株式会社ダイフク 

代 表 者 名 代表取締役社長 北條 正樹 

（コード番号 ６３８３ 東証・大証１部） 

問 合 せ 先 執行役員 財経本部長 木村 義久 

Ｔ Ｅ Ｌ （０６）６４７２－１２６１ 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「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日に発表いたしました「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

内容に訂正すべき事項がありましたので、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表示しております。 

 

記 

 

【訂正理由】持分法を適用する海外関連会社の決算数値に変更が発生したため。 

 

【訂正箇所】（１）サマリー情報１ページ 

【訂正前】 

（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 198,052 24.4 4,217 144.3 4,096 204.5 1,269 371.3
23年３月期 159,263 3.3 1,726 － 1,345 － 269 △73.5

（注）  包括利益    24年３月期 788百万円（－％） 23年３月期 △1,774百万円（－％） 

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期 11.47 － 1.7 2.4 2.1
23年３月期 2.43 2.41 0.3 0.8 1.1

（参考） 持分法投資損益 24年３月期 60百万円 23年３月期 0百万円 

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

24年３月期 185,094 76,663 40.4 675.13
23年３月期 163,388 77,714 46.3 683.39

（参考） 自己資本    24年３月期 74,706百万円 23年３月期 75,625百万円 



 2

２．配当の状況 
年間配当金 

 第１ 
四半期末 

第２ 
四半期末

第３ 
四半期末

期末 合計 
配当金総額 

(合計) 
配当性向
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年３月期 － 5.00 － 10.00 15.00 1,660 616.4 2.1
24年３月期 － 5.00 － 10.00 15.00 1,659 130.8 2.2
25年３月期 
(予想) 

－ 5.00 － 10.00 15.00  55.3

 
３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期 
（累計） 

98,000 2.9 1,500 39.7 1,300 88.8 700 － 6.33

通     期 205,000 3.5 6,000 42.3 5,500 34.3 3,000 136.3 27.11
 

 

【訂正後】 

（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 198,052 24.4 4,217 144.3 4,022 199.0 1,223 354.1
23年３月期 159,263 3.3 1,726 － 1,345 － 269 △73.5

（注）  包括利益    24年３月期 743百万円（－％） 23年３月期 △1,774百万円（－％） 

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期 11.05 － 1.6 2.3 2.1
23年３月期 2.43 2.41 0.3 0.8 1.1

（参考） 持分法投資損益 24年３月期 △13百万円 23年３月期 0百万円 

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

24年３月期 185,049 76,618 40.3 674.72
23年３月期 163,388 77,714 46.3 683.39

（参考） 自己資本    24年３月期 74,661百万円 23年３月期 75,625百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 第１ 

四半期末 
第２ 

四半期末
第３ 

四半期末
期末 合計 

配当金総額 

(合計) 
配当性向
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年３月期 － 5.00 － 10.00 15.00 1,660 616.4 2.1
24年３月期 － 5.00 － 10.00 15.00 1,659 135.7 2.2
25年３月期 
(予想) 

－ 5.00 － 10.00 15.00  55.3

 
 
３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期 
（累計） 

98,000 2.9 1,500 39.7 1,300 88.8 700 － 6.33

通     期 205,000 3.5 6,000 42.3 5,500 36.7 3,000 145.3 27.11
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訂正箇所（２）添付資料２ページ 

【訂正前】 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

＜省略＞ 

利益につきましては、営業利益は全体的な量の回復やサービスビジネスの底堅さ、第

４四半期の好調な売上が寄与しました。経常利益では円高による為替換算損の影響を、

純利益では保有株式の時価評価損、税制改正による繰延税金資産の取り崩しによる影響

を受けましたが、期末にかけての円安・株価上昇に伴い、それぞれの影響額は従来予想

より減少しております。この結果、営業利益は42億17百万円（前期比144.3％増）、経常

利益は40億96百万円（前期比204.5％増）、当期純利益は12億69百万円（前期比371.3％増）

となりました。 

【訂正後】 

(1) 経営成績に関する分析 

＜省略＞ 

利益につきましては、営業利益は全体的な量の回復やサービスビジネスの底堅さ、第

４四半期の好調な売上が寄与しました。経常利益では円高による為替換算損の影響を、

純利益では保有株式の時価評価損、税制改正による繰延税金資産の取り崩しによる影響

を受けましたが、期末にかけての円安・株価上昇に伴い、それぞれの影響額は従来予想

より減少しております。この結果、営業利益は42億17百万円（前期比144.3％増）、経常

利益は40億22百万円（前期比199.0％増）、当期純利益は12億23百万円（前期比354.1％増）

となりました。 

 

 

訂正箇所（３）添付資料４ページ 

【訂正前】 

③ DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY（DWHC） 

＜省略＞ 

売上面でも、自動車およびその関連業界向け、半導体業界向けが大きく伸びました。 

北米の景気回復期待もあり、次期は受注・売上の増加が全般的に期待できます。 

この結果、受注高は257億70百万円（前期比14.1％減）、売上高は282億73百万円（前

期比40.2％増）、セグメント利益は11億67百万円（前期比64.0％増）となりました。 

 

【訂正後】 

③ DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY（DWHC） 

＜省略＞ 

売上面でも、自動車およびその関連業界向け、半導体業界向けが大きく伸びました。 

北米の景気回復期待もあり、次期は受注・売上の増加が全般的に期待できます。 

この結果、受注高は257億70百万円（前期比14.1％減）、売上高は282億73百万円（前

期比40.2％増）、セグメント利益は11億21百万円（前期比57.5％増）となりました。 
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訂正箇所（４）添付資料５ページ 

【訂正前】 

・次期の見通し 

＜省略＞ 

 

平成25年３月期の連結通期業績予想 

受注高 2,100億円 (前期比7.6％増) 

売上高 2,050億円 (前期比3.5％増) 

営業利益 60億円 (前期比42.3％増) 

経常利益 55億円 (前期比34.3％増) 

当期純利益 30億円 (前期比136.3％増) 

 

 

【訂正後】 

・次期の見通し 

＜省略＞ 

 

平成25年３月期の連結通期業績予想 

受注高 2,100億円 (前期比7.6％増) 

売上高 2,050億円 (前期比3.5％増) 

営業利益 60億円 (前期比42.3％増) 

経常利益 55億円 (前期比36.7％増) 

当期純利益 30億円 (前期比145.3％増) 
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訂正箇所（５）添付資料５ページ 

【訂正前】 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は1,850億94百万円（前期比217億5百万円の増加）

となりました。これは、受取手形・完成工事未収入金等が前連結会計年度末に比べて

214億8百万円増加したことが主な要因であります。 

当連結会計年度末における負債は1,084億31百万円（前期比227億57百万円の増加）

となりました。これは、支払手形・工事未払金等が前連結会計年度末に比べ71億85百

万円増加、有利子負債が100億98百万円増加したことが主な要因であります。 

当連結会計年度末における純資産は766億63百万円（前期比10億51百万円の減少）と

なりました。これは、保有する有価証券や為替の変動等によるその他の包括利益累計

額合計が5億24百万円減少したことと、配当金の支払などにより利益剰余金が3億90百

万円減少したことが主な要因であります。 

 

     ②キャッシュ・フローの状況 

＜省略＞ 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％） 38.0 40.9 47.9 46.3 40.4

 

 

【訂正後】 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は1,850億49百万円（前期比216億60百万円の増加）

となりました。これは、受取手形・完成工事未収入金等が前連結会計年度末に比べて

214億8百万円増加したことが主な要因であります。 

当連結会計年度末における負債は1,084億31百万円（前期比227億57百万円の増加）

となりました。これは、支払手形・工事未払金等が前連結会計年度末に比べ71億85百

万円増加、有利子負債が100億98百万円増加したことが主な要因であります。 

当連結会計年度末における純資産は766億18百万円（前期比10億96百万円の減少）と

なりました。これは、保有する有価証券や為替の変動等によるその他の包括利益累計

額合計が5億23百万円減少したことと、配当金の支払などにより利益剰余金が4億36百

万円減少したことが主な要因であります。 

 

     ②キャッシュ・フローの状況 

＜省略＞ 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％） 38.0 40.9 47.9 46.3 40.3
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訂正箇所（６）添付資料11ページ 

【訂正前】 

３．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 9,106 10,414

   長期貸付金 445 368

   繰延税金資産 5,799 5,241

   その他 4,453 4,018

   貸倒引当金 △260 △194

   投資その他の資産合計 19,543 19,847

  固定資産合計 56,170 55,152

 資産合計 163,388 185,094

 

 

【訂正後】 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 9,106 10,342

   長期貸付金 445 368

   繰延税金資産 5,799 5,267

   その他 4,453 4,018

   貸倒引当金 △260 △194

   投資その他の資産合計 19,543 19,802

  固定資産合計 56,170 55,107

 資産合計 163,388 185,049
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訂正箇所（７）添付資料12ページ 

【訂正前】 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 8,024 8,024

  資本剰余金 9,028 9,028

  利益剰余金 67,819 67,428

  自己株式 △2,417 △2,421

  株主資本合計 82,454 82,060

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △482 247

  繰延ヘッジ損益 △32 11

  為替換算調整勘定 △6,313 △7,612

  その他の包括利益累計額合計 △6,828 △7,353

 少数株主持分 2,088 1,956

 純資産合計 77,714 76,663

負債純資産合計 163,388 185,094

 

 

【訂正後】 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 8,024 8,024

  資本剰余金 9,028 9,028

  利益剰余金 67,819 67,382

  自己株式 △2,417 △2,421

  株主資本合計 82,454 82,013

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △482 247

  繰延ヘッジ損益 △32 11

  為替換算調整勘定 △6,313 △7,611

  その他の包括利益累計額合計 △6,828 △7,352

 少数株主持分 2,088 1,956

 純資産合計 77,714 76,618

負債純資産合計 163,388 185,049
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訂正箇所（８）添付資料13ページ 

【訂正前】 

(2) 連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業外収益  

 受取利息 120 100

 受取配当金 180 235

 負ののれん償却額 59 59

 受取地代家賃 204 228

 その他 444 308

 営業外収益合計 1,009 932

営業外費用  

 支払利息 804 858

 為替差損 422 70

 その他 163 125

 営業外費用合計 1,390 1,053

経常利益 1,345 4,096

特別利益  

  ＜省略＞  

特別損失  

  ＜省略＞  

税金等調整前当期純利益 703 3,202

法人税、住民税及び事業税 1,157 1,540

法人税等調整額 △957 327

法人税等合計 200 1,868

少数株主損益調整前当期純利益 503 1,334

少数株主利益 233 65

当期純利益 269 1,269

少数株主利益 233 65

少数株主損益調整前当期純利益 503 1,334

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △477 731

 繰延ヘッジ損益 △26 43

 為替換算調整勘定 △1,754 △1,285

 持分法適用による持分相当額 △18 △36

 その他の包括利益合計 △2,277 △546

包括利益 △1,774 788

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 △1,959 744

 少数株主に係る包括利益 184 44
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【訂正後】 

(2) 連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業外収益  

 受取利息 120 100

 受取配当金 180 235

 負ののれん償却額 59 59

 受取地代家賃 204 228

 その他 444 248

 営業外収益合計 1,009 872

営業外費用  

 支払利息 804 858

 為替差損 422 70

 その他 163 138

 営業外費用合計 1,390 1,067

経常利益 1,345 4,022

特別利益  

  ＜省略＞  

特別損失  

  ＜省略＞  

税金等調整前当期純利益 703 3,129

法人税、住民税及び事業税 1,157 1,540

法人税等調整額 △957 300

法人税等合計 200 1,840

少数株主損益調整前当期純利益 503 1,288

少数株主利益 233 65

当期純利益 269 1,233

少数株主利益 233 65

少数株主損益調整前当期純利益 503 1,288

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △477 731

 繰延ヘッジ損益 △26 43

 為替換算調整勘定 △1,754 △1,285

 持分法適用による持分相当額 △18 △34

 その他の包括利益合計 △2,277 △545

包括利益 △1,774 743

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 △1,959 699

 少数株主に係る包括利益 184 44

 



 10

訂正箇所（９）添付資料15ページ 

【訂正前】 

(3) 連結株主資本等変動計算書 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

＜省略＞  

 利益剰余金  

  当期首残高 69,210 67,819

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,660 △1,659

   当期純利益 269 1,269

   当期変動額合計 △1,390 △390

  当期末残高 67,819 67,428

＜省略＞  

 株主資本合計  

  当期首残高 83,852 82,454

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,660 △1,659

   当期純利益 269 1,269

   自己株式の取得 △8 △3

   自己株式の処分 0 0

   当期変動額合計 △1,398 △393

  当期末残高 82,454 82,060

＜省略＞  

 為替換算調整勘定  

  当期首残高 △4,586 △6,313

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,726 △1,299

   当期変動額合計 △1,726 △1,299

  当期末残高 △6,313 △7,612

 その他の包括利益累計額合計  

  当期首残高 △4,600 △6,828

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,228 △524

   当期変動額合計 △2,228 △524

  当期末残高 △6,828 △7,353

＜省略＞  

純資産合計  

 当期首残高 81,295 77,714

 当期変動額  

  剰余金の配当 △1,660 △1,659

  当期純利益 269 1,269

  自己株式の取得 △8 △3

  自己株式の処分 0 0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,181 △657

  当期変動額合計 △3,580 △1,051

 当期末残高 77,714 76,663
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【訂正後】 

(3) 連結株主資本等変動計算書 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

＜省略＞  

 利益剰余金  

  当期首残高 69,210 67,819

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,660 △1,659

   当期純利益 269 1,223

   当期変動額合計 △1,390 △436

  当期末残高 67,819 67,382

＜省略＞  

 株主資本合計  

  当期首残高 83,852 82,454

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,660 △1,659

   当期純利益 269 1,223

   自己株式の取得 △8 △3

   自己株式の処分 0 0

   当期変動額合計 △1,398 △440

  当期末残高 82,454 82,013

＜省略＞  

 為替換算調整勘定  

  当期首残高 △4,586 △6,313

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,726 △1,298

   当期変動額合計 △1,726 △1,298

  当期末残高 △6,313 △7,611

 その他の包括利益累計額合計  

  当期首残高 △4,600 △6,828

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,228 △523

   当期変動額合計 △2,228 △523

  当期末残高 △6,828 △7,352

＜省略＞  

純資産合計  

 当期首残高 81,295 77,714

 当期変動額  

  剰余金の配当 △1,660 △1,659

  当期純利益 269 1,223

  自己株式の取得 △8 △3

  自己株式の処分 0 0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,181 △656

  当期変動額合計 △3,580 △1,096

 当期末残高 77,714 76,618
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訂正箇所（10）添付資料17ページ 

【訂正前】 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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 703 3,202

 減価償却費 3,577 3,612

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 500 －

 のれん償却額 238 343

 負ののれん償却額 △59 △59

 受取利息及び受取配当金 △300 △336

 支払利息 804 858

 固定資産除売却損益（△は益） 78 128

 投資有価証券評価損益（△は益） 68 718

 売上債権の増減額（△は増加） △591 △20,969

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,469 1,826

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,994 6,763

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △492 2,173

 その他 3,162 △2,000

 小計 11,215 △3,738

 

 

【訂正後】 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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 703 3,129

 減価償却費 3,577 3,612

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 500 －

 のれん償却額 238 343

 負ののれん償却額 △59 △59

 受取利息及び受取配当金 △300 △336

 支払利息 804 858

 固定資産除売却損益（△は益） 78 128

 投資有価証券評価損益（△は益） 68 718

 売上債権の増減額（△は増加） △591 △20,969

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,469 1,826

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,994 6,763

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △492 2,173

 その他 3,162 △1,927

 小計 11,215 △3,738
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訂正箇所（11）添付資料20ページ 

【訂正前】 

（8）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 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位:百万円） 

報告セグメント 
 

ダイフク コンテック DWHC 計 

その他 
(注) 

合計 

＜省略＞  

セグメント利益 1,886 68 1,167 3,123 1,698 4,822

セグメント資産 149,858 14,370 18,180 182,409 40,885 223,294

＜省略＞  

 持分法投資利益 － － 17 17 － 17

＜省略＞  

 法人税費用 723 97 342 1,162 650 1,813

 持分法適用会社への投資額 － － 171 171 139 310

＜省略＞  

 

４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に

関する事項） 

（単位：百万円） 

利   益 当連結会計年度 

報告セグメント計 3,123 

＜省略＞  

連結財務諸表の当期純利益 1,269 

（単位：百万円） 

資   産 当連結会計年度 

報告セグメント計 182,409 

＜省略＞  

連結財務諸表の資産合計 185,094 
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  （単位：百万円） 

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額 

＜省略＞  

持分法投資利益 17 － 42 60

＜省略＞  

法人税費用 1,162 650 54 1,868

持分法適用会社への 
投資額 

171 139 － 310

＜省略＞  

 

 

 

 

 

 

 

【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 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位:百万円） 

報告セグメント 
 

ダイフク コンテック DWHC 計 

その他 
(注) 

合計 

＜省略＞  

セグメント利益 1,886 68 1,121 3,076 1,698 4,775

セグメント資産 149,858 14,370 18,135 182,364 40,885 223,249

＜省略＞  

 持分法投資損失(△) － － △56 △56 － △56

＜省略＞  

 法人税費用 723 97 314 1,135 650 1,786

 持分法適用会社への投資額 － － 99 99 139 239

＜省略＞  
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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に

関する事項） 

（単位：百万円） 

利   益 当連結会計年度 

報告セグメント計 3,076 

＜省略＞  

連結財務諸表の当期純利益 1,223 

（単位：百万円） 

資   産 当連結会計年度 

報告セグメント計 182,364 

＜省略＞  

連結財務諸表の資産合計 185,049 

 

                       （単位：百万円） 

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

＜省略＞  

持分法投資損失(△) △56 － 42 △13

＜省略＞  

法人税費用 1,135 650 54 1,840

持分法適用会社への 
投資額 

99 139 69 308

＜省略＞  
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訂正箇所（12）添付資料24ページ 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 683円39銭 675円13銭 

１株当たり当期純利益金額 2円43銭 11円47銭 

＜省略＞ 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 269 1,269 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 269 1,269 

＜省略＞ 

項目 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 77,714 76,663 

＜省略＞   

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 75,625 74,706 

 

【訂正後】 

（１株当たり情報） 

 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 683円39銭 674円72銭 

１株当たり当期純利益金額 2円43銭 11円05銭 

＜省略＞ 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 269 1,223 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 269 1,223 

＜省略＞ 

項目 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 77,714 76,618 

＜省略＞   

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 75,625 74,661 

以上 


