
                           

   

1 

 

        平成 27年５月 20日 

 

各  位 

 
会 社 名 エ ン ･ジ ャ パ ン 株 式 会 社 

（ コ ー ド 番 号 4 8 4 9 ） 

代 表 者 名 代表取締役社長  鈴木  孝二 

問 合 せ 先 執行役員経営企画室長  長谷川 正恒 

（ T E L . 0 3－ 3 3 4 2－ 4 5 0 6） 

 

（訂正・数値データあり） 

「平成 27 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 27年５月 12日に発表いたしました「平成 27年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部

に誤りがありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所に下線を付して表示しております。 

 

記 

１．訂正箇所 

■サマリー情報１ページ 

「１．平成 27 年３月期の連結業績（平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日）、（１）連結経営成

績」の注記事項 
 

■サマリー情報１ページ 

「２．配当の状況」における平成 27年３月期の配当金総額（合計）の値 
 

■サマリー情報２ページ 

「（参考）個別業績の概要、１．平成 27 年３月期の個別業績（平成 26 年４月１日～平成 27 年３月

31 日）、（１）個別経営成績」の注記事項 
 

■サマリー情報２ページ 

「※監査手続の実施状況に関する表示」 
 

■添付資料 13ページ 

「（３）連結株主資本等変動計算書、前連結会計年度（自 平成 25年４月１日 至 平成 26年３月 31日）」 
 

■添付資料 14ページ 

「（３）連結株主資本等変動計算書、当連結会計年度（自 平成 26年４月１日 至 平成 27年３月 31日）」 
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２．訂正内容 

■サマリー情報１ページ 

「１．平成 27 年３月期の連結業績（平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日）、（１）連結経営成

績」の注記事項 

 

【訂正前】 

（注）１．26 年３月期第３四半期については、会計方針の変更による遡及適用後の数値であります。

そのため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。 

 

【訂正後】 

（注）１．26 年３月期については、会計方針の変更による遡及適用後の数値であります。そのため、

対前期増減率は記載しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。 

 

 

■ サマリー情報１ページ 

「２．配当の状況」における平成 27年３月期の配当金総額（合計）の値 

 

【訂正前】 

２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

26年３月期 ― 0.00 ― 24.50 24.50 578 19.5 3.4 
27年３月期 ― 0.00 ― 32.00 32.00 752 28.4 3.9 

28年３月期(予想) ― 0.00 ― 33.00 33.00  28.3  
 

 

 

【訂正後】 

２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

26年３月期 ― 0.00 ― 24.50 24.50 578 19.5 3.4 
27年３月期 ― 0.00 ― 32.00 32.00 758 28.4 3.9 

28年３月期(予想) ― 0.00 ― 33.00 33.00  28.3  
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■サマリー情報２ページ 

「（参考）個別業績の概要、１．平成 27 年３月期の個別業績（平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31

日）、（１）個別経営成績」の注記事項 

 

【訂正前】 

（注）１．26 年３月期第３四半期については、会計方針の変更による遡及適用後の数値であります。

そのため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。 

 

【訂正後】 

（注）１．26 年３月期については、会計方針の変更による遡及適用後の数値であります。そのため、

対前期増減率は記載しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。 

 

■サマリー情報２ページ 

「※監査手続の実施状況に関する表示」 

 

【訂正前】 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

 

【訂正後】 

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい

て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。 
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■添付資料 13ページ 

「（３）連結株主資本等変動計算書、前連結会計年度（自 平成 25年４月１日 至 平成 26年３月 31日）」 

 

【訂正前】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

  前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

(単位：千円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 986,144 1,452,708 15,191,120 △3,437,958 14,192,015 

当期変動額      

新株の発行 208,849 208,849   417,698 

剰余金の配当   △456,140  △456,140 

当期純利益   2,789,413  2,789,413 

新規連結による剰余金減

少高 
  △132,562  △132,562 

株式交換による増加      

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 208,849 208,849 2,200,711 ― 2,618,409 

当期末残高 1,194,993 1,661,558 17,391,831 △3,437,958 16,810,424 

 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 1,042,266 16,455 1,058,722 ― 15,250,737 

当期変動額      

新株の発行     417,698 

剰余金の配当     △456,140 

当期純利益     2,789,413 

新規連結による剰余金減

少高 
    △132,562 

株式交換による増加     ― 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
△1,029,785 170,666 △859,119 125,782 △733,336 

当期変動額合計 △1,029,785 170,666 △859,119 125,782 1,885,072 

当期末残高 12,480 187,122 199,602 125,782 17,135,810 
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【訂正後】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

  前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

(単位：千円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 986,144 1,452,708 15,219,016 △3,438,187 14,219,682 

会計方針の変更による累

積的影響額 
  △27,895 228 △27,666 

会計方針の変更を反映した

当期首残高 
986,144 1,452,708 15,191,120 △3,437,958 14,192,015 

当期変動額      

新株の発行 208,849 208,849   417,698 

自己株式の処分      

剰余金の配当   △456,140  △456,140 

当期純利益   2,789,413  2,789,413 

新規連結による剰余金減

少高 
  △132,562  △132,562 

株式交換による増加      

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 208,849 208,849 2,200,711 ― 2,618,409 

当期末残高 1,194,993 1,661,558 17,391,831 △3,437,958 16,810,424 

 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 1,042,266 16,455 1,058,722 ― 15,278,404 

会計方針の変更による累

積的影響額 
    △27,666 

会計方針の変更を反映した

当期首残高 
1,042,266 16,455 1,058,722 ― 15,250,737 

当期変動額      

新株の発行     417,698 

自己株式の処分     ― 

剰余金の配当     △456,140 

当期純利益     2,789,413 

新規連結による剰余金減

少高 
    △132,562 

株式交換による増加     ― 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
△1,029,785 170,666 △859,119 125,782 △733,336 

当期変動額合計 △1,029,785 170,666 △859,119 125,782 1,885,072 

当期末残高 12,480 187,122 199,602 125,782 17,135,810 
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■添付資料 14ページ 

「（３）連結株主資本等変動計算書、当連結会計年度（自 平成 26年４月１日 至 平成 27年３月 31日）」 

 

【訂正前】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

  当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

(単位：千円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,194,993 1,661,558 17,391,831 △3,437,958 16,810,424 

当期変動額      

新株の発行    583 583 

剰余金の配当   △578,396  △578,396 

当期純利益   2,531,461  2,531,461 

新規連結による剰余金減

少高 
     

株式交換による増加  57,151  152,960 210,112 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 ― 57,151 1,953,065 153,543 2,163,760 

当期末残高 1,194,993 1,718,709 19,344,897 △3,284,414 18,974,185 

 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 12,480 187,122 199,602 125,782 17,135,810 

当期変動額      

新株の発行     583 

剰余金の配当     △578,396 

当期純利益     2,531,461 

新規連結による剰余金減

少高 
    ― 

株式交換による増加     210,112 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
14,008 486,918 500,927 △24,519 476,407 

当期変動額合計 14,008 486,918 500,927 △24,519 2,640,168 

当期末残高 26,489 674,040 700,529 101,262 19,775,978 
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【訂正後】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

  当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 
 

(単位：千円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,194,993 1,661,558 17,391,831 △3,437,958 16,810,424 

会計方針の変更による累

積的影響額 
     

会計方針の変更を反映した

当期首残高 
1,194,993 1,661,558 17,391,831 △3,437,958 16,810,424 

当期変動額      

新株の発行        

自己株式の処分    583 583 

剰余金の配当   △578,396  △578,396 

当期純利益   2,531,461  2,531,461 

新規連結による剰余金減

少高 
     

株式交換による増加  57,151  152,960 210,112 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 ― 57,151 1,953,065 153,543 2,163,760 

当期末残高 1,194,993 1,718,709 19,344,897 △3,284,414 18,974,185 

 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 12,480 187,122 199,602 125,782 17,135,810 

会計方針の変更による累

積的影響額 
    ― 

会計方針の変更を反映した

当期首残高 
12,480 187,122 199,602 125,782 17,135,810 

当期変動額      

新株の発行     ― 

自己株式の処分     583 

剰余金の配当     △578,396 

当期純利益     2,531,461 

新規連結による剰余金減

少高 
    ― 

株式交換による増加     210,112 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
14,008 486,918 500,927 △24,519 476,407 

当期変動額合計 14,008 486,918 500,927 △24,519 2,640,168 

当期末残高 26,489 674,040 700,529 101,262 19,775,978 

  

以 上 


