
平成25年６月21日

 各 位 
 

   
   
  

（訂正・数値データ訂正）「平成25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25年５月10日に公表いたしました「平成25年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載事項の

一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、下線を付しております。 

  

  

記 

  

【訂正理由】 

当連結会計年度の連結包括利益の表示において、「為替換算調整勘定」の金額に一部記載誤りがあ

り、また「親会社株主に係る包括利益」および「少数株主に係る包括利益」の内訳の金額に入り組みが

あることが判明いたしましたので、これを訂正するものであります。 

  

【訂正箇所】 

１．サマリー情報 

  

（訂正前） 
  
  

 

 

 
  
  

（訂正後） 

 

 

 
  
  
  

  

会 社 名 第 一 実 業 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 山 片 康 司
（コード番号 ８０５９ 東証第１部）
問合せ先 経 理 部 長 岡 田 秀 樹
（ＴＥＬ   ０３－５２１４－８５６０）

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25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 ％

25年３月期 128,229 2.2 4,590 △10.0 4,925 △9.4 3,051 15.5
24年３月期 125,502 16.1 5,098 20.1 5,434 24.6 2,643 8.0

(注) 包括利益 25年３月期 4,339百万円(44.3％) 24年３月期 3,008百万円(39.3％)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25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 ％

25年３月期 128,229 2.2 4,590 △10.0 4,925 △9.4 3,051 15.5
24年３月期 125,502 16.1 5,098 20.1 5,434 24.6 2,643 8.0

(注) 包括利益 25年３月期 4,485百万円(49.1％) 24年３月期 3,008百万円(39.3％)
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（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結包括利益計算書

(単位：百万円)

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)

少数株主損益調整前当期純利益 2,826 3,313

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 254 500

繰延ヘッジ損益 △26 20

為替換算調整勘定 △46 486

持分法適用会社に対する持分相当額 － 18

その他の包括利益合計 ※1 182 ※1 1,026

包括利益 3,008 4,339

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,849 4,844

少数株主に係る包括利益 158 △505

(単位：百万円)

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)

少数株主損益調整前当期純利益 2,826 3,313

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 254 500

繰延ヘッジ損益 △26 20

為替換算調整勘定 △46 632

持分法適用会社に対する持分相当額 － 18

その他の包括利益合計 ※1 182 ※1 1,172

包括利益 3,008 4,485

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,849 4,077

少数株主に係る包括利益 158 408
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（訂正前） 

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
  

（訂正後） 

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

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)

その他有価証券評価差額金

  当期発生額 156百万円 722百万円

  組替調整額 227百万円 0百万円

    税効果調整前 383百万円 722百万円

    税効果額 △129百万円 △222百万円

    その他有価証券評価差額金 254百万円 500百万円

繰延ヘッジ損益

  当期発生額 △15百万円 31百万円

  組替調整額 △20百万円 ―百万円

    税効果調整前 △36百万円 31百万円

    税効果額 10百万円 △10百万円

    繰延ヘッジ損益 △26百万円 20百万円

為替換算調整勘定

  当期発生額 △46百万円 486百万円

  為替換算調整勘定 △46百万円 486百万円

持分法適用会社に対する 
持分相当額

  当期発生額 ―百万円 18百万円

その他の包括利益合計 182百万円 1,026百万円

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)

その他有価証券評価差額金

  当期発生額 156百万円 722百万円

  組替調整額 227百万円 0百万円

    税効果調整前 383百万円 722百万円

    税効果額 △129百万円 △222百万円

    その他有価証券評価差額金 254百万円 500百万円

繰延ヘッジ損益

  当期発生額 △15百万円 31百万円

  組替調整額 △20百万円 ―百万円

    税効果調整前 △36百万円 31百万円

    税効果額 10百万円 △10百万円

    繰延ヘッジ損益 △26百万円 20百万円

為替換算調整勘定

  当期発生額 △46百万円 632百万円

  為替換算調整勘定 △46百万円 632百万円

持分法適用会社に対する 
持分相当額

  当期発生額 ―百万円 18百万円

その他の包括利益合計 182百万円 1,172百万円


