
 
平成 26 年 2 月 13 日 

各 位 
 上 場 会 社 名  株 式 会 社 新 川 

代 表 者  代表取締役社長執行役員 西 村  浩 
（コード番号 6274 東証第一部） 

問合せ先責任者  経 営 企 画 部 長   森  琢 也 
（電話番号  042－560－4848） 

 
 

（訂正・数値データ訂正） 
「平成 26 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 
平成 26 年２月６日に公表した「平成 26 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」について訂正

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正

後の数値データも送信します。 

 

記 

１．訂正理由 

連結財務諸表の記載数値に誤りがあったため、一部数値および文章を訂正するものです。 

 
 

２．訂正箇所 

訂正箇所は下線で示しています。 

 

○サマリー情報 

１．平成 26 年３月期第３四半期の連結業績（平成 25 年４月１日～平成 25 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績(累計) 

【訂正前】 

 （％表示は、対前年同四半期増減率）  

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第３四半期 5,899 △43.3 △2,878 ― △2,641 ― △1,188 ―
25年３月期第３四半期 10,411 △1.5 △1,325 ― △1,068 ― △1,142 ― 
(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 △1,086 百万円（ ―％） 25年３月期第３四半期 △857 百万円（ ―％)
  

 １株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭

26年３月期第３四半期 △65.38 ―
25年３月期第３四半期 △62.86 ―
 

【訂正後】 

（％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第３四半期 5,899 △43.3 △2,888 ― △2,651 ― △1,199 ―
25年３月期第３四半期 10,411 △1.5 △1,325 ― △1,068 ― △1,142 ― 
(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 △1,097 百万円（ ―％） 25年３月期第３四半期 △857 百万円（ ―％)     

 １株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭

26年３月期第３四半期 △65.95 ―
25年３月期第３四半期 △62.86 ―
 

－ 1 － 
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（２）連結財政状態 

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26 年３月期第３四半期 29,923 27,712 92.6 
25 年３月期 31,004 28,967 93.4 

（参考）自己資本 26 年３月期第３四半期 27,712百万円   25 年３月期 28,967 百万円 
 
【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26 年３月期第３四半期 29,913 27,702 92.6 
25 年３月期 31,004 28,967 93.4 

（参考）自己資本 26 年３月期第３四半期 27,702百万円   25 年３月期 28,967 百万円 
 
 
○添付資料 ２ページ 

 １．当四半期決算に関する定性的情報 

 （１）経営成績に関する説明 

【訂正前】 

 （省略） 

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 5,899 百万円（前年同期比 43.3％減）、営業損失2,878百

万円（前年同期は営業損失 1,325 百万円）、経常損失2,641百万円（前年同期は経常損失 1,068 百万円）、

四半期純損失1,188百万円（前年同期は四半期純損失 1,142 百万円）となりました。 

（省略） 

 

【訂正後】 

 （省略） 

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 5,899 百万円（前年同期比 43.3％減）、営業損失2,888百

万円（前年同期は営業損失 1,325 百万円）、経常損失2,651百万円（前年同期は経常損失 1,068 百万円）、

四半期純損失1,199百万円（前年同期は四半期純損失 1,142 百万円）となりました。 

（省略） 

 
（２）財政状態に関する説明 

【訂正前】 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より1,081百万円減少し、29,923百万円と

なりました。 

（省略） 

純資産は、前連結会計年度末より1,254百万円減少し、27,712百万円となりました。主な増加は、為替

換算調整勘定362百万円であり、主な減少は、四半期純損失の計上および配当金の支払いによる利益剰

余金の減少1,356百万円ならびにその他有価証券評価差額金260百万円です。 

（省略） 

 

【訂正後】 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より1,091百万円減少し、29,913百万円と

なりました。 

（省略） 

純資産は、前連結会計年度末より1,265百万円減少し、27,702百万円となりました。主な増加は、為替

換算調整勘定362百万円であり、主な減少は、四半期純損失の計上および配当金の支払いによる利益剰

余金の減少1,366百万円ならびにその他有価証券評価差額金260百万円です。 

（省略） 
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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：百万円)

    
前連結会計年度 

(平成 25 年３月 31 日) 
当第３四半期連結会計期間
(平成 25 年 12 月 31 日) 

資産の部   
 流動資産   
  （中略） 
  商品及び製品 3,603 3,375
  仕掛品 1,315 1,681
  （中略） 

  流動資産合計 19,105 17,937

 （中略）   

 資産合計 31,004 29,923

（中略）   

純資産の部   
 株主資本   
  （中略） 
  利益剰余金 13,768 12,412
  （中略） 

  株主資本合計 27,886 26,529

 （中略）   

 純資産合計 28,967 27,712

負債純資産合計 31,004 29,923

 
 
【訂正後】 

(単位：百万円)

    
前連結会計年度 

(平成 25 年３月 31 日) 
当第３四半期連結会計期間
(平成 25 年 12 月 31 日) 

資産の部   
 流動資産   
  （中略）  
  商品及び製品 3,603 3,366
  仕掛品 1,315 1,680
  （中略） 

  流動資産合計 19,105 17,927

 （中略）   

 資産合計 31,004 29,913

（中略）   

純資産の部   
 株主資本   
  （中略） 
  利益剰余金 13,768 12,401
  （中略） 

  株主資本合計 27,886 26,519

 （中略）   

 純資産合計 28,967 27,702

負債純資産合計 31,004 29,913
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（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 

 四半期連結損益計算書 

  第３四半期連結累計期間 

【訂正前】 
（単位：百万円）

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成 24 年４月１日 

   至 平成 24 年 12 月 31 日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成 25 年４月１日 

  至 平成 25 年 12 月 31 日)

売上高 10,411 5,899

売上原価 7,822 4,130

売上総利益 2,588 1,769

（中略）   

営業損失（△） △1,325 △2,878

（中略）   

経常損失（△） △1,068 △2,641

（中略）   

税金等調整前四半期純損失（△） △1,080 △1,183

（中略） 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,142 △1,188

四半期純損失（△） △1,142 △1,188

 
 
【訂正後】 

（単位：百万円）

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成 24 年４月１日 

   至 平成 24 年 12 月 31 日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成 25 年４月１日 

   至 平成 25 年 12 月 31 日)

売上高 10,411 5,899

売上原価 7,822 4,141

売上総利益 2,588 1,758

（中略）   

営業損失（△） △1,325 △2,888

（中略）   

経常損失（△） △1,068 △2,651

（中略）   

税金等調整前四半期純損失（△） △1,080 △1,193

（中略） 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,142 △1,199

四半期純損失（△） △1,142 △1,199
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 四半期連結包括利益計算書 

  第３四半期連結累計期間 

【訂正前】 
（単位：百万円）

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 24 年 12 月 31 日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成 25 年４月１日 

  至 平成 25 年 12 月 31 日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,142 △1,188

（中略）   

四半期包括利益 △857 △1,086

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △857 △1,086
 （下略） 

 
 
【訂正後】 

（単位：百万円）

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 24 年 12 月 31 日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成 25 年４月１日 

  至 平成 25 年 12 月 31 日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,142 △1,199

（中略）   

四半期包括利益 △857 △1,097

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △857 △1,097
 （下略） 
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４．補足情報 

近における四半期毎の業績の推移 

【訂正前】 

 （省略） 
 平成 26 年３月期（連結） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 

 
平成 25 年４月 
～平成 25 年６月 

平成 25 年７月 
～平成 25 年９月

平成 25 年 10 月 
～平成 25 年 12 月

売上高 (百万円) 1,728 2,348 1,823

売上総利益 (百万円) 582 684 502

営業損失(△) (百万円) △885 △950 △1,043

経常損失(△) (百万円) △801 △961 △878

税金等調整前四半期(当期) 
純利益又は税金等調整前 
四半期(当期)純損失(△)  
(百万円) 

△801 △958 577

四半期(当期)純利益又は 
四半期(当期)純損失(△) 
(百万円) 

△804 △959 575

１株当たり四半期 (当期) 
純利益又は四半期 (当期) 
純損失(△) (円) 

△44.21 △52.79 31.62

総資産 (百万円) 30,837 30,267 29,923

純資産 (百万円) 28,483 27,725 27,712

受注高 (百万円) 2,906 2,168 1,488

 

 

【訂正後】 

 （省略） 
 平成 26 年３月期（連結） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 

 
平成 25 年４月 
～平成 25 年６月 

平成 25 年７月 
～平成 25 年９月

平成 25 年 10 月 
～平成 25 年 12 月

売上高 (百万円) 1,728 2,348 1,823

売上総利益 (百万円) 582 684 491

営業損失(△) (百万円) △885 △950 △1,054

経常損失(△) (百万円) △801 △961 △889

税金等調整前四半期(当期) 
純利益又は税金等調整前 
四半期(当期)純損失(△)  
(百万円) 

△801 △958 567

四半期(当期)純利益又は 
四半期(当期)純損失(△) 
(百万円) 

△804 △959 564

１株当たり四半期 (当期) 
純利益又は四半期 (当期) 
純損失(△) (円) 

△44.21 △52.79 31.05

総資産 (百万円) 30,837 30,267 29,913

純資産 (百万円) 28,483 27,725 27,702

受注高 (百万円) 2,906 2,168 1,488

 
 

以  上 


	（２）連結財政状態

