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平成27年６月18日 

各  位 

会 社 名  日 本 信 号 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 降簱 洋平 

               （コード番号：6741東証第一部） 

問合せ先      財務部長  田口 誠 

                   （TEL代表 03-3217-7200） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「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)」について一部

訂正がありましたのでお知らせします。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。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

  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)」の記載 

数値に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものであります。 

 

 

２．訂正の内容 

  訂正箇所には下線を付しております。 

 

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） 

（訂正前）  
 
（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 ％ 

 27年３月期 100,416 7.7 8,377 41.0 9,096 35.8 5,413 47.6 

 26年３月期 93,217 9.2 5,943 16.9 6,699 11.3 3,667 17.0 
 

(注) 包括利益 27年３月期 9,271 百万円 ( 88.0 ％)  26年３月期 4,931 百万円 ( △26.8 ％) 

  

（訂正後） 

（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 ％ 

 27年３月期 100,416 7.7 8,377 41.0 9,096 35.8 5,413 47.6 

 26年３月期 93,217 9.2 5,943 16.9 6,699 11.3 3,667 17.0 
 

(注) 包括利益 27年３月期 9,475 百万円 ( 92.1 ％)  26年３月期 4,931 百万円 ( △26.8 ％) 
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添付資料 ９ページ 

４．連結財務諸表 

（２）連結損益及び包括利益計算書 

（訂正前） 

           (単位：百万円) 
          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) 

   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) 

少数株主利益 474 27 

少数株主損益調整前当期純利益 4,142 5,441 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 789 3,846 

 退職給付に係る調整額 － △15 

 その他の包括利益合計 ※7 789 ※7 3,830 

包括利益 4,931 9,271 9,271 

（内訳）    

 親会社株主に係る包括利益 4,463 9,243 

 少数株主に係る包括利益 467 27 

 

 

（訂正後） 

           (単位：百万円) 
          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) 

   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) 

少数株主利益 474 27 

少数株主損益調整前当期純利益 4,142 5,441 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 789 3,846 

 退職給付に係る調整額 － 188 

 その他の包括利益合計 ※7 789 ※7 4,034 

包括利益 4,931 9,475 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 4,463 9,448 

 少数株主に係る包括利益 467 27 
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添付資料 14ページ 

４．連結財務諸表 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結損益及び包括利益計算書関係） 

（訂正前） 

※７ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
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) 

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) 

その他有価証券評価差額金：     

 当期発生額 1,201 百万円 5,022 百万円 

 組替調整額 －  －  

  税効果調整前 1,201  5,022  

  税効果額 △412  △1,176  

  その他有価証券評価差額金 789  3,846  

退職給付に係る調整額：     

 当期発生額 － 百万円 △25 百万円 

 組替調整額 －  －  

  税効果調整前 －  △25  

  税効果額 －  9  

  退職給付に係る調整額 －  △15  

   その他の包括利益合計 789  3,830  

 

  

（訂正後） 

※７ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
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) 

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) 

その他有価証券評価差額金：     

 当期発生額 1,201 百万円 5,022 百万円 

 組替調整額 －  －  

  税効果調整前 1,201  5,022  

  税効果額 △412  △1,176  

  その他有価証券評価差額金 789  3,846  

退職給付に係る調整額：     

 当期発生額 － 百万円 274 百万円 

 組替調整額 －  △25  

  税効果調整前 －  249  

  税効果額 －  △60  

  退職給付に係る調整額 －  188  

   その他の包括利益合計 789  4,034  

 

 

 

以 上  


