
 

 

 

平成27年9月24日 

各    位  

 

会 社 名  昭和ホールディングス株式会社 

代表者名  代表執行役社長 重田 衞 

（コード番号 5103 東証第二部） 

問合せ先  執行役財務総務担当 庄司 友彦 

（TEL．04－7131－0181） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「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15日に公表いたしました「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容について、一部

訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。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。なお、上記公表時のサマリー情報（数値データ）の配当支払開始予定日は「未定」

となっておりましたが、「－」が正しい表記となりますので、本公表資料をもちまして併せて訂正いたします。 

 

記 
 

１． 訂正理由 

   「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に持分変動損益の計算過程において誤りがあるこ

とが判明いたしましたので訂正するものです。 

 

２． 訂正箇所  

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 

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

27年3月期 0 58 0 50 0.4 2.0 6.3 
26年3月期 △0 93 － △0.8 2.0 4.8  

(参考) 持分法投資損益 27年3月期 13百万円 26年3月期 △13百万円

 

  （２）連結財政状態 

   <省略> 

 

 

 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 10,786 23.9 674 63.1 635 31.9 27 － 
26年3月期 8,703 17.5 413 △45.5 482 △48.1 △43 － 

(注) 包括利益 27年3月期 2,538 百万円( 346.6％) 26年3月期 568 百万円( △66.8％) 



  （３）連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

27年3月期 495 △2,552 5,252 5,592 
26年3月期 △2,529 △715 3,558 1,746 

 

【訂正後】 

（１）連結経営成績 

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

27年3月期 1 96 1 80 1.5 2.0 6.3 
26年3月期 △0 93 － △0.8 2.0 4.8  

(参考) 持分法投資損益 27年3月期 13百万円 26年3月期 △13百万円

 

  （２）連結財政状態 

   <省略> 

 

  （３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

27年3月期 495 △2,552 5,584 5,592 
26年3月期 △2,529 △715 3,558 1,746 

 

○添付資料 

  １．経営成績・財政状態に関する分析（２ページ～６ページ） 

【訂正前】 

  （１）経営成績に関する分析 

①当期の営業成績 

当社グループは当連結会計年度においては、当社史上初の売上高１００億円超えを達成し増収増益とな

りました。売上高は10,786,299千円（前年同期比23.9％増）、営業利益は674,465千円（前年同期比63.1％

増）、経常利益は635,678千円（前年同期比31.9％増）、当期純利益は27,236千円（前年同期は当期純損失

43,363千円）となりました。 

     <省略> 

 

    ②次期の見通し 

     <省略> 

 

 

 

 

 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 10,786 23.9 674 63.1 635 31.9 92 － 
26年3月期 8,703 17.5 413 △45.5 482 △48.1 △43 － 

(注) 包括利益 27年3月期 2,329 百万円( 309.7％) 26年3月期 568 百万円( △66.8％) 



  （２）財政状態に関する分析 

    ①資産、負債及び純資産の状況 

    （資産）～（負債） 

<省略> 

 

    （純資産） 

当連結会計年度末における純資産残高は、16,173,718千円（前連結会計年度末比3,045,893千円増）と

なりました。 

純資産増加の主な原因は、第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加（前連結会計年度末比

146,694千円増）、為替換算調整勘定の増加（前連結会計年度末比452,366千円増）及び少数株主持分の増

加（前連結会計年度末比2,257,022千円増）であります。 

 

    ②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

3,845,227千円増加し、当連結会計年度末には5,592,029千円となりました。 

    (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は495,586千円（前連結会計年度は2,529,764千円の

減少）となりました。主な内容は、営業活動が順調に推移したことによる税金等調整前当期純利益の計上

755,685千円（前連結会計年度は728,160千円）及び連結子会社のGroup Lease PCL．における営業貸付

金の回収が進んだことによる営業貸付金の減少270,571千円（前連結会計年度は3,987,499千円の増加）に

よる資金の増加であります。 

    (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

     <省略> 

    (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は5,252,045千円（前連結会計年度末は3,558,077千

円の増加）となりました。主な内容は、連結子会社における転換社債払込金の預りによる資金の増加

3,486,651千円及び長期借入による資金の増加11,020,181千円（前連結会計年度は6,880,450千円の増加）、

長期借入金の返済による減少7,937,797千円（前連結会計年度は5,337,385千円の減少）であります。 

 

【訂正後】 

  （１）経営成績に関する分析 

①当期の営業成績 

当社グループは当連結会計年度においては、当社史上初の売上高１００億円超えを達成し増収増益とな

りました。売上高は10,786,299千円（前年同期比23.9％増）、営業利益は674,465千円（前年同期比63.1％

増）、経常利益は635,678千円（前年同期比31.9％増）、当期純利益は92,091千円（前年同期は当期純損失

43,363千円）となりました。 

     <省略> 

 

    ②次期の見通し 

     <省略> 

 

 

 

 



  （２）財政状態に関する分析 

    ①資産、負債及び純資産の状況 

    （資産）～（負債） 

<省略> 

 

    （純資産） 

当連結会計年度末における純資産残高は、16,173,718千円（前連結会計年度末比3,045,893千円増）と

なりました。 

純資産増加の主な原因は、第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加（前連結会計年度末比

146,694千円増）、為替換算調整勘定の増加（前連結会計年度末比387,511千円増）及び少数株主持分の増

加（前連結会計年度末比2,257,022千円増）であります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

3,845,227千円増加し、当連結会計年度末には5,592,029千円となりました。 

    (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は495,586千円（前連結会計年度は2,529,764千円の

減少）となりました。主な内容は、営業活動が順調に推移したことによる税金等調整前当期純利益の計上

877,182千円（前連結会計年度は728,160千円）及び連結子会社のGroup Lease PCL．における営業貸付

金の回収が進んだことによる営業貸付金の減少270,571千円（前連結会計年度は3,987,499千円の増加）に

よる資金の増加であります。 

     (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

     <省略> 

    (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は5,584,170千円（前連結会計年度末は3,558,077千

円の増加）となりました。主な内容は、連結子会社における転換社債払込金の預りによる資金の増加

3,486,651千円及び長期借入による資金の増加11,020,181千円（前連結会計年度は6,880,450千円の増加）、

長期借入金の返済による減少7,937,797千円（前連結会計年度は5,337,385千円の減少）であります。 

 



 ○添付資料 

  ５．連結財務諸表 

  （１）連結貸借対照表（12ページ） 

【訂正前】 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

負債の部   
 <省略>   
 負債合計 12,918,514 22,922,683 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,036,941 4,110,288 

  資本剰余金 1,000,627 1,073,974 

  利益剰余金 △873,449 △846,213 

  自己株式 △23,311 △23,417 

  株主資本合計 4,140,808 4,314,632 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 410 3,128 

  土地再評価差額金 ※3  1,294,890 ※3  1,361,413 

  為替換算調整勘定 387,380 839,747 

  退職給付に係る調整累計額 △83,454 - 

  その他の包括利益累計額合計 1,599,226 2,204,290 

 新株予約権 105,605 115,589 

 少数株主持分 7,282,184 9,539,207 

 純資産合計 13,127,824 16,173,718 

負債純資産合計 26,046,339 39,096,402 

 

【訂正後】 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

負債の部   
 <省略>   
 負債合計 12,918,514 22,922,683 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,036,941 4,110,288 

  資本剰余金 1,000,627 1,073,974 

  利益剰余金 △873,449 △781,357 

  自己株式 △23,311 △23,417 

  株主資本合計 4,140,808 4,379,487 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 410 3,128 

  土地再評価差額金 ※3  1,294,890 ※3  1,361,413 

  為替換算調整勘定 387,380 774,892 

  退職給付に係る調整累計額 △83,454 - 

  その他の包括利益累計額合計 1,599,226 2,139,434 

 新株予約権 105,605 115,589 

 少数株主持分 7,282,184 9,539,207 

 純資産合計 13,127,824 16,173,718 

負債純資産合計 26,046,339 39,096,402 

 



  （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書（13ページ～14ページ） 

【訂正前】 

   連結損益計算書 

           (単位：千円) 
          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) 

売上高 8,703,648 10,786,299 

売上原価 ※4,※5  3,974,335 ※4,※5  4,289,693 

売上総利益 4,729,312 6,496,606 

販売費及び一般管理費 ※1,※4  4,315,856 ※1,※4  5,822,140 

営業利益 413,455 674,465 

 <省略>   

経常利益 482,056 635,678 

特別利益   

 関係会社株式売却益 - 20,108 

 固定資産売却益 ※2  1,210 ※2  1,132 

 新株予約権戻入益 104 831 

 持分変動利益 76,545 47,180 

 負ののれん発生益 181,307 66,776 

 特別利益合計 259,167 136,029 

特別損失   

 和解金 8,000 - 

 固定資産処分損 ※3  74 ※3  0 

 持分変動損失 4,988 16,022 

 特別損失合計 13,062 16,022 

税金等調整前当期純利益 728,160 755,685 

法人税、住民税及び事業税 381,647 127,044 

法人税等調整額 △135,855 45,790 

法人税等合計 245,791 172,834 

少数株主損益調整前当期純利益 482,369 582,851 

少数株主利益 525,732 555,614 

当期純利益又は当期純損失（△） △43,363 27,236 

 

   連結包括利益計算書 

           (単位：千円) 
          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) 

少数株主損益調整前当期純利益 482,369 582,851 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 960 2,718 

 土地再評価差額金 - 66,523 

 為替換算調整勘定 △17,571 1,683,044 

 退職給付に係る調整額 - 83,454 

 持分法適用会社に対する持分相当額 102,783 120,352 

 その他の包括利益合計 ※1  86,171 ※1  1,956,093 

包括利益 568,540 2,538,944 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 72,404 636,575 

 少数株主に係る包括利益 496,136 1,902,368 

 

 



【訂正後】 

   連結損益計算書 

           (単位：千円) 
          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) 

売上高 8,703,648 10,786,299 

売上原価 ※4,※5  3,974,335 ※4,※5  4,289,693 

売上総利益 4,729,312 6,496,606 

販売費及び一般管理費 ※1,※4  4,315,856 ※1,※4  5,822,140 

営業利益 413,455 674,465 

 <省略>   

経常利益 482,056 635,678 

特別利益   

 関係会社株式売却益 - 19,795 

 固定資産売却益 ※2  1,210 ※2  1,132 

 新株予約権戻入益 104 831 

 持分変動利益 76,545 152,968 

 負ののれん発生益 181,307 66,776 

 特別利益合計 259,167 241,504 

特別損失   

 和解金 8,000 - 

 固定資産処分損 ※3  74 ※3  0 

 持分変動損失 4,988 - 

 特別損失合計 13,062 0 

税金等調整前当期純利益 728,160 877,182 

法人税、住民税及び事業税 381,647 127,044 

法人税等調整額 △135,855 45,790 

法人税等合計 245,791 172,834 

少数株主損益調整前当期純利益 482,369 704,348 

少数株主利益 525,732 612,256 

当期純利益又は当期純損失（△） △43,363 92,091 

 

   連結包括利益計算書 

           (単位：千円) 
          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) 

少数株主損益調整前当期純利益 482,369 704,348 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 960 2,718 

 土地再評価差額金 - 66,523 

 為替換算調整勘定 △17,571 1,352,048 

 退職給付に係る調整額 - 83,454 

 持分法適用会社に対する持分相当額 102,783 120,352 

 その他の包括利益合計 ※1  86,171 ※1  1,625,097 

包括利益 568,540 2,329,445 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 72,404 636,575 

 少数株主に係る包括利益 496,136 1,692,870 

 



  （３）連結株主資本等変動計算書（15ページ～16ページ） 

   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） 

    <省略> 

 

   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】 

 (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 4,036,941 1,000,627 △873,449 △23,311 4,140,808 

当期変動額      

新株の発行 73,347 73,347   146,694 

当期純利益   27,236  27,236 

自己株式の取得    △106 △106 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額）      

当期変動額合計 73,347 73,347 27,236 △106 173,824 

当期末残高 4,110,288 1,073,974 △846,213 △23,417 4,314,632 

 

 
その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 その他有価証 
券評価差額金 

土地再評価差 
額金 

為替換算調整 
勘定 

退職給付に係る

調整累計額 
その他の包括利

益累計額合計 
当期首残高 410 1,294,890 387,380 △83,454 1,599,226 105,605 7,282,184 13,127,824 

当期変動額         

新株の発行        146,694 

当期純利益        27,236 

自己株式の取得        △106 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 2,718 66,523 452,366 83,454 605,063 9,983 2,257,022 2,872,069 

当期変動額合計 2,718 66,523 452,366 83,454 605,063 9,983 2,257,022 3,045,893 

当期末残高 3,128 1,361,413 839,747 ― 2,204,290 115,589 9,539,207 16,173,718 

 

【訂正後】 

 (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 4,036,941 1,000,627 △873,449 △23,311 4,140,808 

当期変動額      

新株の発行 73,347 73,347   146,694 

当期純利益   92,091  92,091 

自己株式の取得    △106 △106 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額）      

当期変動額合計 73,347 73,347 92,091 △106 238,679 

当期末残高 4,110,288 1,073,974 △781,357 △23,417 4,379487 

 
 
 
 
 
 



 
その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 その他有価証 
券評価差額金 

土地再評価差 
額金 

為替換算調整 
勘定 

退職給付に係る

調整累計額 
その他の包括利

益累計額合計 
当期首残高 410 1,294,890 387,380 △83,454 1,599,226 105,605 7,282,184 13,127,824 

当期変動額         

新株の発行        146,694 

当期純利益        92,091 

自己株式の取得        △106 

株主資本以外の項目 
の当期変動額（純額） 2,718 66,523 387,511 83,454 540,208 9,983 2,257,022 2,807,214 

当期変動額合計 2,718 66,523 387,511 83,454 540,208 9,983 2,257,022 3,045,893 

当期末残高 3,128 1,361,413 774,892 ― 2,139,434 115,589 9,539,207 16,173,718 

 

  （４）連結キャッシュ・フロー計算書（17ページ～18ページ） 

【訂正前】 

           (単位：千円) 
          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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 728,160 755,685 

 減価償却費 112,759 174,992 

 たな卸資産評価損 12,876 21,415 

 新株予約権戻入益 △104 △831 

 負ののれん発生益 △181,307 △66,776 

 のれん償却額 32,639 39,832 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 653,896 △348,679 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △417,108 - 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 438,654 40,592 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 7,837 2,455 

 受取利息及び受取配当金 △44,049 △41,641 

 支払利息 5,272 3,866 

 社債利息 8,000 94,694 

 為替差損益（△は益） △23,224 758 

 持分法による投資損益（△は益） 13,228 △13,767 

 有価証券評価損益（△は益） △742 - 

 有価証券売却損益（△は益） 5 - 

 関係会社株式売却損益（△は益） - △20,108 

 有形固定資産売却損益（△は益） △1,210 △1,132 

 有形固定資産処分損益（△は益） 74 0 

 持分変動損益（△は益） △71,557 △31,158 

 売上債権の増減額（△は増加） 155,193 133,210 

 営業貸付金の増減額（△は増加） △3,987,499 270,571 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △18,936 △26,773 

 仕入債務の増減額（△は減少） △4,385 △15,333 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △5,830 25,112 

 その他 347,383 △150,356 

 小計 △2,239,975 846,628 

 利息及び配当金の受取額 23,276 63,627 

 利息の支払額 △4,075 △79,393 

 法人税等の支払額 △308,990 △335,276 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,529,764 495,586 

 



 
           (単位：千円) 
          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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 <省略>   

 投資活動によるキャッシュ・フロー △715,489 △2,552,192 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △40,860 △1,779,241 

 長期借入れによる収入 6,880,450 11,020,181 

 長期借入金の返済による支出 △5,337,385 △7,937,797 

 社債の発行による収入 1,526,340 4,830 

 社債の償還による支出 △20,000 △20,000 

 転換社債払込金の預りによる収入 - 3,486,651 

 自己株式の取得による支出 △101 △75 

 少数株主からの払込みによる収入 881,472 590,283 

 少数株主への配当金の支払額 △330,729 △111,425 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,110 △1,362 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,558,077 5,252,045 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,697 649,788 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,127 3,845,227 

現金及び現金同等物の期首残高 1,471,675 1,746,802 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,746,802 ※1 5,592,029 

 



【訂正後】 

           (単位：千円) 
          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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 728,160 877,182 

 減価償却費 112,759 174,992 

 たな卸資産評価損 12,876 21,415 

 新株予約権戻入益 △104 △831 

 負ののれん発生益 △181,307 △66,776 

 のれん償却額 32,639 39,832 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 653,896 △348,679 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △417,108 - 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 438,654 40,592 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 7,837 2,455 

 受取利息及び受取配当金 △44,049 △41,641 

 支払利息 5,272 3,866 

 社債利息 8,000 94,694 

 為替差損益（△は益） △23,224 758 

 持分法による投資損益（△は益） 13,228 △13,767 

 有価証券評価損益（△は益） △742 - 

 有価証券売却損益（△は益） 5 - 

 関係会社株式売却損益（△は益） - △19,795 

 有形固定資産売却損益（△は益） △1,210 △1,132 

 有形固定資産処分損益（△は益） 74 0 

 持分変動損益（△は益） △71,557 △152,968 

 売上債権の増減額（△は増加） 155,193 133,210 

 営業貸付金の増減額（△は増加） △3,987,499 270,571 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △18,936 △26,773 

 仕入債務の増減額（△は減少） △4,385 △15,333 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △5,830 25,112 

 その他 347,383 △150,356 

 小計 △2,239,975 846,628 

 利息及び配当金の受取額 23,276 63,627 

 利息の支払額 △4,075 △79,393 

 法人税等の支払額 △308,990 △335,276 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,529,764 495,586 

 



 
           (単位：千円) 
          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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 <省略>   

 投資活動によるキャッシュ・フロー △715,489 △2,552,192 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △40,860 △1,779,241 

 長期借入れによる収入 6,880,450 11,020,181 

 長期借入金の返済による支出 △5,337,385 △7,937,797 

 社債の発行による収入 1,526,340 4,830 

 社債の償還による支出 △20,000 △20,000 

 転換社債払込金の預りによる収入 - 3,486,651 

 自己株式の取得による支出 △101 △75 

 少数株主からの払込みによる収入 881,472 922,408 

 少数株主への配当金の支払額 △330,729 △111,425 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,110 △1,362 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,558,077 5,584,170 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,697 317,663 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,127 3,845,227 

現金及び現金同等物の期首残高 1,471,675 1,746,802 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,746,802 ※1 5,592,029 

 



  （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）（26ページ） 

   ※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

【訂正前】 

 
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 1,184千円 3,970千円 

 組替調整額 ― 〃 ― 〃 

  税効果調整前 1,184千円 3,970千円 

  税効果額 △224 〃 △1,251 〃 

  その他有価証券評価差額金 960千円 2,718千円 

土地再評価差額金   

 当期発生額 ―千円 ―千円 

 組替調整額 ― 〃 ― 〃 

  税効果調整前 ―千円 ―千円 

  税効果額 ― 〃 66,523 〃 

  土地再評価差額金 ―千円 66,523千円 

為替換算調整勘定   

 当期発生額 8,536千円 1,706,544千円 

 組替調整額 △26,108 〃 △23,500 〃  

  税効果調整前 △17,571千円 1,683,044千円 

  税効果額 ― 〃 ― 〃 

  為替換算調整勘定 △17,571千円 1,683,044千円 

退職給付に係る調整額   

 当期発生額 ―千円 ―千円 

 組替調整額 ― 〃 83,454 〃 

  税効果調整前 ―千円 83,454千円 

  税効果額 ― 〃 ― 〃 

  退職給付に係る調整額 ―千円 83,454千円 

持分法適用会社に 
対する持分相当額 

  

 当期発生額 102,783千円 120,352千円 

         その他の包括利益合計 86,171千円 1,956,093千円 

 



【訂正後】 

 
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 1,184千円 3,970千円 

 組替調整額 ― 〃 ― 〃 

  税効果調整前 1,184千円 3,970千円 

  税効果額 △224 〃 △1,251 〃 

  その他有価証券評価差額金 960千円 2,718千円 

土地再評価差額金   

 当期発生額 ―千円 ―千円 

 組替調整額 ― 〃 ― 〃 

  税効果調整前 ―千円 ―千円 

  税効果額 ― 〃 66,523 〃 

  土地再評価差額金 ―千円 66,523千円 

為替換算調整勘定   

 当期発生額 8,536千円 1,374,420千円 

 組替調整額 △26,108 〃 △22,371 〃 

  税効果調整前 △17,571千円 1,352,048千円 

  税効果額 ― 〃 ― 〃 

  為替換算調整勘定 △17,571千円 1,352,048千円 

退職給付に係る調整額   

 当期発生額 ―千円 ―千円 

 組替調整額 ― 〃 83,454 〃 

  税効果調整前 ―千円 83,454千円 

  税効果額 ― 〃 ― 〃 

  退職給付に係る調整額 ―千円 83,454千円 

持分法適用会社に 
対する持分相当額 

  

 当期発生額 102,783千円 120,352千円 

         その他の包括利益合計 86,171千円 1,625,097千円 

 



   （１株当たり情報）（44ページ） 

【訂正前】 

 
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) 

１株当たり純資産額 123.40円 133.56円 

１株当たり当期純利益金額又は 
１株当たり当期純損失金額(△) 

△0.93円 0.58円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 ― 0.50円 

(注) １．前連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、

１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 
２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算 

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
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) 

１株当たり当期純利益金額 
又は１株当たり当期純損失金額 

  

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △43,363 27,236 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円) △43,363 27,236 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 46,517 47,006 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額(千円) ― △3,517 

 普通株式増加数(千株) ― 222 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類 
(新株予約権の数8,440個) 

新株予約権４種類 
(新株予約権の数

322,790,800個) 

 

【訂正後】 

 
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) 

１株当たり純資産額 123.40円 133.56円 

１株当たり当期純利益金額又は 
１株当たり当期純損失金額(△) 

△0.93円 1.96円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

― 1.80円 

(注) １．前連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、

１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 
２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算 

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 



項目 
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) 

１株当たり当期純利益金額 
又は１株当たり当期純損失金額   

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △43,363 92,091 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円) 

△43,363 92,091 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 46,517 47,006 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額(千円) ― △6,920 

 普通株式増加数(千株) ― 222 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類 
(新株予約権の数8,440個) 

新株予約権４種類 
(新株予約権の数

322,790,800個) 

 

 

以上 


