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                                平成 26 年 11 月 13 日 

各  位 
        

会 社 名  テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 
代表者名  代表取締役社長  野 村 拡 伸 

（JASDAQ・コード 6629） 
問合せ先 
役職・氏名  取締役   水 上  康 
電話        052－823－8551 

 
 

 
（訂正・数値データ訂正）「平成 27 年 3 月期 第 2 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10月30日に発表いたしました「平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

につきまして、一部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いたします。 
なお、訂正箇所は    （下線）で表示しております。 
 

記 
１．訂正理由 

「平成 27 年 3 月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、当社の連結子会社

である㈱ＳＵＷＡオプトロニクスとその子会社である蘇州智能泰克有限公司との取引に関し

て、中国税務当局より移転価格税制について、平成 26 年 10 月 31 日に追加納付税額が決定し

たことにより、過年度法人税等を計上したものであります。 
 
２．訂正箇所 
 サマリー情報 

１．平成 27 年 3 月期 第 2四半期の連結業績（平成 26 年 4 月 1日～平成 26 年 9 月 30 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 ％

27 年 3 月期第 2四半期 9,991 △17.9 206 － 169 739.6 158 － 

26 年 3 月期第 2四半期 12,168 △16.8 △339 － 20 △75.8 △568 － 

（注）包括利益 27 年 3月期第 2 四半期 54 百万円（－％） 26 年 3 月期第 2四半期 △107 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

27 年 3 月期第 2四半期 11.78 － 

26 年 3 月期第 2四半期 △42.18 － 
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（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 ％

27 年 3 月期第 2四半期 9,991 △17.9 206 － 169 739.6 83 － 

26 年 3 月期第 2四半期 12,168 △16.8 △339 － 20 △75.8 △568 － 

（注）包括利益 27 年 3月期第 2 四半期 △19 百万円（－％） 26 年 3月期第 2 四半期 △107 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

27 年 3 月期第 2四半期 6.18 － 

26 年 3 月期第 2四半期 △42.18 － 

 
（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 ％

27 年 3 月期第 2四半期 25,244 5,410 21.1

26 年 3 月期 26,802 5,348 19.6

（参考）自己資本 27 年 3月期第 2 四半期 5,322 百万円 26 年 3 月期 5,264 百万円 

 
（訂正後） 
 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

27 年 3 月期第 2四半期 25,244 5,336 20.8

26 年 3 月期 26,802 5,348 19.6

（参考）自己資本 27 年 3月期第 2 四半期 5,248 百万円 26 年 3 月期 5,264 百万円 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
（訂正前） 

当第２四半期連結累計期間では、光学事業分野における事業構造改革として、大量生産

主体から、高付加価値・中少量の適正規模な生産体制を構築する等、経営体質の改善に努

めております。その結果、当社グループの業績は、売上高 9,991 百万円（前年同四半期比

17.9％減）、営業利益 206 百万円（前年同四半期は営業損失 339 百万円）、経常利益 169 百

万円（前年同四半期比 739.6％増）となりました。当期純利益は 158 百万円（前年同四半

期は当期純損失 568 百万円）となりました。 
 

（訂正後） 
当第２四半期連結累計期間では、光学事業分野における事業構造改革として、大量生産

主体から、高付加価値・中少量の適正規模な生産体制を構築する等、経営体質の改善に努

めております。その結果、当社グループの業績は、売上高 9,991 百万円（前年同四半期比

17.9％減）、営業利益 206 百万円（前年同四半期は営業損失 339 百万円）、経常利益 169 百

万円（前年同四半期比 739.6％増）となりました。当期純利益は 83 百万円（前年同四半期

は当期純損失 568 百万円）となりました。 
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（2）財政状態に関する説明 

（訂正前） 
（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は17,110百万円となり、前連結会計

年度末に比べ868百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が251百万

円、短期借入金が507百万円減少したことによるものであります。固定負債は2,723百

万円となり、前連結会計年度末に比べ751百万円減少いたしました。これは主に長期借

入金が597百万円、退職給付に係る負債が78百万円減少したことによるものであります。 
この結果、負債合計は19,834百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,619百万円減

少いたしました。 
 

（訂正後） 
（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は17,184百万円となり、前連結会計

年度末に比べ794百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が251百万

円、短期借入金が507百万円減少したことによるものであります。固定負債は2,723百

万円となり、前連結会計年度末に比べ751百万円減少いたしました。これは主に長期借

入金が597百万円、退職給付に係る負債が78百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は19,908百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,545百万円減

少いたしました。 

 

（訂正前） 

（純資産） 
当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は5,410百万円となり、前連結会計

年度末に比べ62百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金が166百万円増加し、

一方で為替換算調整勘定が133百万円減少したことによるものであります。 
 この結果、自己資本比率は21.1％（前連結会計年度末は19.6％）となりました。 
 

（訂正後） 

（純資産） 
当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は5,336百万円となり、前連結会計

年度末に比べ11百万円減少いたしました。これは主に利益剰余金が90百万円増加し、

一方で為替換算調整勘定が132百万円減少したことによるものであります。 
 この結果、自己資本比率は20.8％（前連結会計年度末は19.6％）となりました。 
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 （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26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,904,691 2,653,258

短期借入金 13,711,205 13,203,792

未払法人税等 76,270 110,275

その他 1,286,599 1,143,060

流動負債合計 17,978,767 17,110,387

固定負債 

長期借入金 1,719,276 1,121,497

退職給付に係る負債 1,395,491 1,317,269

負ののれん 79,514 39,860

その他 281,006 245,335

固定負債合計 3,475,287 2,723,962

負債合計 21,454,055 19,834,349

 
  （訂正後） 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,904,691 2,653,258

短期借入金 13,711,205 13,203,792

未払法人税等 76,270 184,209

その他 1,286,599 1,143,060

流動負債合計 17,978,767 17,184,321

固定負債 

長期借入金 1,719,276 1,121,497

退職給付に係る負債 1,395,491 1,317,269

負ののれん 79,514 39,860

その他 281,006 245,335

固定負債合計 3,475,287 2,723,962

負債合計 21,454,055 19,908,283
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（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26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,500,000 2,500,000

資本剰余金 5,324,399 5,324,399

利益剰余金 △911,537 △745,158

自己株式 △1,917,033 △1,917,058

株主資本合計 4,995,828 5,162,181

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 21,239 28,634

繰延ヘッジ損益 △11,477 －

為替換算調整勘定 323,726 189,760

退職給付に係る調整累計額 △64,472 △58,186

その他の包括利益累計額合計 269,016 160,208

新株予約権 13,640 13,640

少数株主持分 69,863 74,449

純資産合計 5,348,348 5,410,480

負債純資産合計 26,802,403 25,244,829

 
（訂正後） 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,500,000 2,500,000

資本剰余金 5,324,399 5,324,399

利益剰余金 △911,537 △820,677

自己株式 △1,917,033 △1,917,058

株主資本合計 4,995,828 5,086,662

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 21,239 28,634

繰延ヘッジ損益 △11,477 －

為替換算調整勘定 323,726 191,345

退職給付に係る調整累計額 △64,472 △58,186

その他の包括利益累計額合計 269,016 161,793

新株予約権 13,640 13,640

少数株主持分 69,863 74,449

純資産合計 5,348,348 5,336,546

負債純資産合計 26,802,403 25,244,829
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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） 

  （訂正前） 

 （単位：千円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
△369,503 235,560

法人税等 194,128 72,282

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△563,631 163,277

少数株主利益 4,904 4,530

四半期純利益又は四半期純損失（△） △568,536 158,746

 
  （訂正後） 

 （単位：千円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
△369,503 235,560

法人税等 194,128 72,282

過年度法人税等 －  75,519

法人税等合計 194,128 147,802

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△563,631 87,758

少数株主利益 4,904 4,530

四半期純利益又は四半期純損失（△） △568,536 83,227
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（四半期連結包括利益計算書） 

  （訂正前） 

 （単位：千円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△563,631 163,277

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 9,190 7,420

繰延ヘッジ損益 △2,473 11,477

為替換算調整勘定 437,194 △128,505

退職給付に係る調整額 － 6,285

持分法適用会社に対する持分相当額 11,754 △5,460

その他の包括利益合計 455,667 △108,782

四半期包括利益 △107,964 54,495

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △112,919 49,938

少数株主に係る四半期包括利益 4,954 4,556

 
  （訂正後） 

 （単位：千円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△563,631 87,758

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 9,190 7,420

繰延ヘッジ損益 △2,473 11,477

為替換算調整勘定 437,194 △126,919

退職給付に係る調整額 － 6,285

持分法適用会社に対する持分相当額 11,754 △5,460

その他の包括利益合計 455,667 △107,196

四半期包括利益 △107,964 △19,438

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △112,919 △23,994

少数株主に係る四半期包括利益 4,954 4,556

 
 

 
以 上 

 
 


