
 
平成 24 年８月 10 日 

各  位 

上 場 会 社 名 日華化学株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長 江守康昌

（ コード番号 4463 名証第２部 ）

問 合 せ 先 執行役員 経営管理本部長

 林 幸照

 (TEL:0776-24-0213)

 

 

（訂正）「平成 25 年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

平成 24 年７月 31 日発表の「平成 25 年３月期 第１四半期決算短信[日本基準]（連結）」について一部誤りが

ありましたので訂正致します。訂正箇所は下線で示しております。 

 

 

【訂正内容】 

 四半期連結貸借対照表における利益剰余金、為替換算調整勘定、少数株主持分の当第１四半期連結会計期間の

数値及び四半期連結包括利益計算書における為替換算調整勘定、四半期包括利益の当第１四半期連結累計期間の

数値に誤りがあったものです。 

 

【訂正箇所】 

表紙 

１．平成 25 年３月期第１四半期の連結業績（平成 24 年４月１日～平成 24 年６月 30 日） 

(1)連結経営成績（累計） 

（訂正前） 

（注）包括利益 25 年３月期第１四半期 1,081 百万円（209.9％） 24 年３月期第１四半期 348 百万円 

（△16.8％） 

（訂正後） 

（注）包括利益 25 年３月期第１四半期 915 百万円（162.5％） 24 年３月期第１四半期 348 百万円 

（△16.8％） 

 

(2)連結財政状態 

（訂正前） 

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 

25 年３月期第 1四半期 

24 年３月期 
 

36,621

35,527

12,364

11,534

28.7 

27.8 

597.93

561.97

（参考）自己資本 25 年３月期第１四半期 10,523 百万円 24 年３月期 9,890 百万円 

 

（訂正後） 

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 

25 年３月期第 1四半期 

24 年３月期 
 

36,621

35,527

12,364

11,534

28.8 

27.8 

599.81

561.97

（参考）自己資本 25 年３月期第１四半期 10,556 百万円 24 年３月期 9,890 百万円 
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添付資料 ２頁 

1.当四半期決算に関する定性的情報 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

当第１四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、10 億９千３百万円増加し、366 億２

千１百万円となりました。有形固定資産の増加、受取手形及び売掛金の増加及びたな卸資産の増加等により、

総資産は増加しました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ、２億６千４百万円増加し、242 億５千７百万円となりました。主

な要因は、支払手形及び買掛金の増加、長期借入金の減少であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、８億２千９百万円増加し、123 億６千４百万円となりました。

利益剰余金の減少、為替換算調整勘定の増加及び少数株主持分の増加が主な要因であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 27.8%から28.7%となりました。 

 

（訂正後） 

当第１四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、10 億９千３百万円増加し、366 億２

千１百万円となりました。有形固定資産の増加、受取手形及び売掛金の増加及びたな卸資産の増加等により、

総資産は増加しました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ、２億６千４百万円増加し、242 億５千７百万円となりました。主

な要因は、支払手形及び買掛金の増加、長期借入金の減少であります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、８億２千９百万円増加し、123 億６千４百万円となりました。

利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の増加及び少数株主持分の増加が主な要因であります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 27.8%から28.8%となりました。 
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添付資料 ５頁 

３.四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

 

 （訂正前） 

（単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 

（平成24年６月30日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,898,545 2,898,545 

資本剰余金 3,040,169 3,040,249 

利益剰余金 6,692,217 6,642,479

自己株式 △45,824 △45,542 

株主資本合計 12,585,107 12,535,732

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 80,039 55,558 

為替換算調整勘定 △2,774,611 △2,067,522

その他の包括利益累計額合計 △2,694,571 △2,011,963

少数株主持分 1,644,077 1,840,360

純資産合計 11,534,613 12,364,128 

 

 
（訂正後） 

（単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 

（平成24年６月30日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,898,545 2,898,545 

資本剰余金 3,040,169 3,040,249 

利益剰余金 6,692,217 6,808,103

自己株式 △45,824 △45,542 

株主資本合計 12,585,107 12,701,356

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 80,039 55,558 

為替換算調整勘定 △2,774,611 △2,200,021

その他の包括利益累計額合計 △2,694,571 △2,144,463

少数株主持分 1,644,077 1,807,235

純資産合計 11,534,613 12,364,128 
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３.四半期連結財務諸表 

（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

 

 （訂正前） 

（単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

少数株主損益調整前四半期純利益 198,704 201,705 

その他包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,612 △24,481 

為替換算調整勘定 163,853 904,288

その他包括利益合計 150,241 879,807

四半期包括利益 348,945 1,081,512

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 306,611 886,491

少数株主に係る四半期包括利益 42,333 195,020

 
 

 

 （訂正後） 

（単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

少数株主損益調整前四半期純利益 198,704 201,705 

その他包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,612 △24,481 

為替換算調整勘定 163,853 738,664

その他包括利益合計 150,241 714,182

四半期包括利益 348,945 915,888

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 306,611 753,992

少数株主に係る四半期包括利益 42,333 161,895

 
 

 

 

以  上 


