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平成 27 年９月 25 日 

各 位                         

会 社 名 トラストホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長  喜久田 匡宏 

（ ｺｰﾄﾞ番号：3286 東証ﾏｻﾞｰｽﾞ･福証Q-Board ） 

問合せ先 取 締 役 経 営 企 画 部 長  宮 石 啓 司 

（ TEL.０９２－４３７－８９４４ ）      

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 27 年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 27 年８月 10 日に公表いたしました表記開示資料について一部訂正がありましたのでお知らせ

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、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

１．訂正理由 

  平成27年８月10日に公表いたしました「平成27年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に誤り

がありましたので、訂正するものであります。 

 

 

２．訂正箇所 

 

 ●サマリー情報（１ページ） 

 １．平成 27 年６月期の連結業績（平成 26 年７月１日～平成 27 年６月 30 日） 

  （2）連結財政状態 

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

27 年 6 月期 17,134 833 4.9 175.48 

26 年 6 月期 12,853 1,156 9.0 244.56 

（参考）自己資本  27 年６月期 838 百万円  26 年６月期 1,156 百万円 

 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

27 年 6 月期 17,134 833 4.9 175.48 

26 年 6 月期 12,853 1,156 9.0 244.56 

（参考）自己資本  27 年６月期 833 百万円  26 年６月期 1,156 百万円 
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● 添付資料（４ページ） 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（２）財政状態に関する分析 

②キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

当連結会計年度末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と比較し、

308,148千円増加し、1,314,389千円となりました。 

（後 略） 

 

【訂正後】 

当連結会計年度末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と比較し、

308,148千円増加し、1,622,537千円となりました。 

（後 略） 

 

● 添付資料（16 ページ） 

５．連結財務諸表 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結包括利益計算書） 

【訂正前】 

  (単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 25 年７月 １日 （自 平成 26 年７月 １日 

 至 平成 26 年６月 30 日） 至 平成 27 年６月 30 日） 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失(△) 
163,107 △246,585 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 △86 

その他の包括利益合計 ※1  △60 ※1  △86 

包括利益 163,047 △246,671 

(内訳)   

親会社株主に係る包括利益 163,045 △246,655 

少数株主に係る包括利益 1 16 

 

【訂正後】 

  (単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 25 年７月 １日 （自 平成 26 年７月 １日 

 至 平成 26 年６月 30 日） 至 平成 27 年６月 30 日） 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失(△) 
163,107 △246,585 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 △337 

その他の包括利益合計 ※1  △60 ※1  △337 

包括利益 163,047 △246,922 

(内訳)   

親会社株主に係る包括利益 163,045 △246,938 

少数株主に係る包括利益 1 16 
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● 添付資料（28 ページ） 

５．連結財務諸表 

（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） 

 

【訂正前】 

※１ 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 当連結会計年度 

（自 平成 25 年７月 １日 （自 平成 26 年７月 １日 

  至 平成 26 年６月 30 日） 至 平成 27 年６月 30 日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 225 千円 △93 千円 

組替調整額 －  －  

税効果調整前 225 △93 

税効果額 △285  6  

その他有価証券評価差額金 △60  △86  

その他の包括利益合計 △60  △86  

 

 

【訂正後】 

※１ 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 当連結会計年度 

（自 平成 25 年７月 １日 （自 平成 26 年７月 １日 

  至 平成 26 年６月 30 日） 至 平成 27 年６月 30 日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 225 千円 △343 千円 

組替調整額 －  －  

税効果調整前 225 △343 

税効果額 △285  6  

その他有価証券評価差額金 △60  △337  

その他の包括利益合計 △60  △337  

 

 

 

以 上 


