
              

                                   平成 27年 10 月 27 日 

各    位    

会社名    旭化学工業株式会社                    

代表者名  取締役社長  杉 浦  武 

                                                                             （ＪＡＳＤＡＱ・コード７９２８） 

問合せ先  取締役総務部長 奥村哲男                    

                                                                      TEL 0566－92－4181 

                          

      

（訂正・数値データ訂正あり）「平成（訂正・数値データ訂正あり）「平成（訂正・数値データ訂正あり）「平成（訂正・数値データ訂正あり）「平成 27272727 年８月期年８月期年８月期年８月期    決算短信〔日本基準〕（連結決算短信〔日本基準〕（連結決算短信〔日本基準〕（連結決算短信〔日本基準〕（連結）」）」）」）」の一部訂正の一部訂正の一部訂正の一部訂正

についてについてについてについて    

 

 

平成 27 年 10 月９日に発表いたしました「平成 27 年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

  一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には、下線を付しております。 

また、数値データ（ＸＢＲＬ）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． 訂正理由 

 

子会社からの雑収入の計算に訂正があり、個別の経営成績に訂正が生じたため、関連する項目 

 の訂正を行うものです。 
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２．訂正の内容 

＜サマリー情報＞ 

１．平成 27 年８月期の連結業績（平成 26 年９月１日～平成 27 年８月 31 日）     

 

（１）連結経営成績                                             （百万円未満切捨て） 

   

  [訂正前]                                                                  （％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 8 月期 7,640 12.2 △84 － △16 － △63 － 

26 年 8 月期 6,812 △0.8 2 △98.6 40 △78.5 △739 － 

（注） 包括利益   27 年 8 月期 493 百万円（－％）  26 年 8 月期 △681 百万円（－％） 

 

 

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 8 月期 △17.39 － △1.3 △0.3 △1.1 

26 年 8 月期 △202.76 － △14.7 0.7 0.0 

（参考）持分法投資損益    27 年 8 月期－百万円  26 年 8 月期－百万円 

 

[訂正後]                                                                       （％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 8 月期 7,640 12.2 △84 － △16 － △61 － 

26 年 8 月期 6,812 △0.8 2 △98.6 40 △78.5 △739 － 

（注） 包括利益   27 年 8 月期 494 百万円（－％）  26 年 8 月期 △681 百万円（－％） 

 

 

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 8 月期 △16.94 － △1.3 △0.3 △1.1 

26 年 8 月期 △202.76 － △14.7 0.7 0.0 

（参考）持分法投資損益    27 年 8 月期－百万円  26 年 8 月期－百万円 

 

（１）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 8 月期 6,357 5,157 81.1 1,413.36 

26 年 8 月期 5,838 4,686 80.3 1,284.19 

（参考）自己資本   27 年 8 月期 5,157 百万円  26 年 8 月期 4,686 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 8 月期 6,357 5,158 81.1 1,413.81 

26 年 8 月期 5,838 4,686 80.3 1,284.19 

（参考）自己資本   27 年 8 月期 5,158 百万円  26 年 8 月期 4,686 百万円 
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１．平成 27 年 8月期の個別業績（平成 26 年９月１日～平成 27 年８月 31 日） 

 

（１）個別経営成績  

  

[訂正前]                                                                      （％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 8 月期 2,928 △6.7 △67 － 253 180.3 250 － 

26 年 8 月期 3,137 △3.5 △20 － 90 △65.8 △878 － 

 

 

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 

  

 円   銭 円   銭   

27 年 8 月期 68.67 －   

26 年 8 月期 △240.72 －   

 

 

[訂正後]                                                           （％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 8 月期 2,928 △6.7 △67 － 237 162.3 240 － 

26 年 8 月期 3,137 △3.5 △20 － 90 △65.8 △878 － 

 

 

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 

  

 円   銭 円   銭   

27 年 8 月期 65.77 －   

26 年 8 月期 △240.72 －   

 

（２）個別財政状態 

[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 8 月期 3,545 3,171 89.4 869.02 

26 年 8 月期 3,321 2,937 88.4 804.93 

（参考）自己資本       27 年 8 月期 3,171 百万円  26 年 8 月期 2,937 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 8 月期 3,531 3,160 89.5 866.12 

26 年 8 月期 3,321 2,937 88.4 804.93 

（参考）自己資本       27 年 8 月期 3,160 百万円  26 年 8 月期 2,937 百万円 
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２．平成 28 年 8月期の個別業績予想（平成 27 年９月１日～平成 28 年８月 31 日） 

 

[訂正前]                      （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭 

第２四半期(累計) 1,500 △2.2 22 △48.8 30 △6.3 8.22 

通  期 3,000 2.5 40 △84.2 45 △82.0 12.33 

 

[訂正後]                      （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭 

第２四半期(累計) 1,500 △2.2 △20 － △1 － △0.27 

通  期 3,000 2.5 △25 － △10 － △2.74 
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＜添付資料２ページ＞ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（２）経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績 

 

 [訂正前] 

  この結果、当連結会計年度の売上高は 76 億 40 百万円（前期比 12.2%増）となりました。一方、経常損失は 16 百万 

円（前期は経常利益 40 百万円）、当期純損失は 63 百万円（前期は当期純損失７億 39 百万円）となりました。 

  セグメントの業績は次のとおりであります。   

  （ロ）中国 

 中国は、円安による為替換算の影響により、売上高は 46 億 44 百万円（同 24.5％増）となりましたが、材料費 

や人件費の増加により、営業利益は 12 百万円（同 80.3％減）となりました。 

  

[訂正後]  

  この結果、当連結会計年度の売上高は 76 億 40 百万円（前期比 12.2%増）となりました。一方、経常損失は 16 百万 

円（前期は経常利益 40 百万円）、当期純損失は 61 百万円（前期は当期純損失７億 39 百万円）となりました。 

  セグメントの業績は次のとおりであります。   

  （ロ）中国 

 中国は、円安による為替換算の影響により、売上高は 46 億 44 百万円（同 24.5％増）となりましたが、材料費 

や人件費の増加により、営業利益は 28 百万円（同 54.9％減）となりました。   

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 

[訂正前] 

  資産合計は前期比５億 18 百万円増の 63 億 57 百万円となりました。これは主に、たな卸資産が 50 百万円、その他流

動資産が 95 百万円、有形固定資産が 94 百万円及び投資その他の資産が３億 14 百万円それぞれ増加したことによるもの

です。 

  負債合計は前期比 47 百万円増の 11 億 99 百万円となりました。これは主に、その他流動負債が 27 百万円及び長期繰

延税金負債が 25 百万円それぞれ増加したことによるものです。 

  純資産の合計は前期比４億 71 百万円増加し 51 億 57 百万円となりました。これは主に利益剰余金が 85 百万円減少し

たこと及び為替換算調整勘定が５億 51 百万円増加したことによるものです。 

 

[訂正後] 

  資産合計は前期比５億 21 百万円増の 63 億 59 百万円となりました。これは主に、たな卸資産が 50 百万円、その他流

動資産が 98 百万円、有形固定資産が 94 百万円及び投資その他の資産が３億 14 百万円それぞれ増加したことによるもの

です。 

  負債合計は前期比 48 百万円増の 12 億０百万円となりました。これは主に、その他流動負債が 27 百万円及び長期繰延

税金負債が 25 百万円それぞれ増加したことによるものです。 

  純資産の合計は前期比４億 72 百万円増加し 51 億 58 百万円となりました。これは主に利益剰余金が 83 百万円減少し

たこと及び為替換算調整勘定が５億 51 百万円増加したことによるものです。 
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＜添付資料７ページ＞   

５．連結財務諸表 

（１）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８月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年８月31日) 

資産の部   

流動資産   
現金及び預金 2,080,755 2,020,540 

受取手形及び売掛金   822,662   847,737 

商品及び製品 203,283 221,351 

仕掛品 99,505 134,453 

原材料及び貯蔵品 141,391 138,690 

繰延税金資産 8,500 8,465 

その他 136,886 232,640 

貸倒引当金 △1,660 △1,530 

流動資産合計 3,491,325 3,602,350 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 700,714 700,612 

機械装置及び運搬具（純額） 488,874 554,776 

土地 949,026 975,430 

その他（純額） 25,457 27,893 

有形固定資産合計  2,164,072  2,258,712 

無形固定資産 10,931 9,673 

投資その他の資産   
投資有価証券 143,240 188,737 

その他 37,752 300,784 

貸倒引当金 △8,630 △3,059 

投資その他の資産合計 172,363 486,463 

固定資産合計 2,347,368 2,754,848 

資産合計 5,838,693 6,357,198 

負債の部   
流動負債   

買掛金 743,996 723,240 

未払法人税等 7,246 8,646 

賞与引当金 12,524 23,680 

役員賞与引当金 5,698 5,686 

その他 178,195 205,673 

流動負債合計 947,662 966,926 

固定負債   
繰延税金負債 160,825 185,929 

役員退職慰労引当金 42,256 45,278 

その他 1,922 1,755 

固定負債合計 205,004 232,963 

負債合計 1,152,666 1,199,889 
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【訂正後】 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成26年８月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年８月31日) 

資産の部   

流動資産   
現金及び預金 2,080,755 2,020,540 

受取手形及び売掛金   822,662   847,737 

商品及び製品 203,283 221,351 

仕掛品 99,505 134,453 

原材料及び貯蔵品 141,391 138,690 

繰延税金資産 8,500 8,077 

その他 136,886 235,531 

貸倒引当金 △1,660 △1,530 

流動資産合計 3,491,325 3,604,852 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 700,714 700,612 

機械装置及び運搬具（純額） 488,874 554,776 

土地 949,026 975,430 

その他（純額） 25,457 27,893 

有形固定資産合計  2,164,072  2,258,712 

無形固定資産 10,931 9,673 

投資その他の資産   
投資有価証券 143,240 188,737 

その他 37,752 300,784 

貸倒引当金 △8,630 △3,059 

投資その他の資産合計 172,363 486,463 

固定資産合計 2,347,368 2,754,848 

資産合計 5,838,693 6,359,700 

負債の部   
流動負債   

買掛金 743,996 723,240 

未払法人税等 7,246 9,492 

賞与引当金 12,524 23,680 

役員賞与引当金 5,698 5,686 

その他 178,195 205,673 

流動負債合計 947,662 967,772 

固定負債   
繰延税金負債 160,825 185,929 

役員退職慰労引当金 42,256 45,278 

その他 1,922 1,755 

固定負債合計 205,004 232,963 

負債合計 1,152,666 1,200,736 
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＜添付資料８ページ＞   

（１）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８月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年８月31日) 

純資産の部   
株主資本   

資本金 671,787 671,787 

資本剰余金 729,938 729,938 

利益剰余金 2,927,048 2,841,692 

自己株式 △132,927 △132,940 

株主資本合計 4,195,847 4,110,478 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 59,243 64,378 

為替換算調整勘定 430,936 982,451 

その他の包括利益累計額合計 490,180 1,046,830 

純資産合計 4,686,027 5,157,308 

負債純資産合計 5,838,693 6,357,198 

 

【訂正後】 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成26年８月31日) 
当連結会計年度 

(平成27年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   
資本金 671,787 671,787 

資本剰余金 729,938 729,938 

利益剰余金 2,927,048 2,843,348 

自己株式 △132,927 △132,940 

株主資本合計 4,195,847 4,112,134 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 59,243 64,378 

為替換算調整勘定 430,936 982,451 

その他の包括利益累計額合計 490,180 1,046,830 

純資産合計 4,686,027 5,158,964 

負債純資産合計 5,838,693 6,359,700 
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＜添付資料９ページ＞ 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  （連結損益計算書） 

【訂正前】 

 (単位：千円)

 

前連結会計年度 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年９月１日 

 至 平成27年８月31日) 

売上高 6,812,643 7,640,819 

売上原価 6,276,599 7,132,982 

売上総利益 536,044 507,837 

販売費及び一般管理費   
荷造運搬費 102,548 114,929 

役員報酬 59,735 60,879 

給与・賞与 137,806 154,642 

賞与引当金繰入額 3,180 5,459 

役員賞与引当金繰入額 5,698 5,686 

役員退職慰労引当金繰入額 3,490 3,022 

退職給付費用 2,474 2,318 

厚生費 70,150 83,378 

貸倒引当金繰入額 1,170 △130 

その他 147,526 162,095 

販売費及び一般管理費合計   533,779   592,282 

営業利益又は営業損失（△） 2,264 △84,445 

営業外収益   
受取利息 30,263 40,842 

受取配当金 2,429 2,582 

為替差益 － 16,489 

その他 6,623 8,607 

営業外収益合計 39,317 68,521 

営業外費用   
支払利息 211 183 

為替差損 738 － 

営業外費用合計 950 183 

経常利益又は経常損失（△） 40,631 △16,107 

特別利益   
固定資産売却益     614     161 

投資有価証券売却益 14,151 15,940 

特別利益合計 14,766 16,101 

特別損失   
固定資産売却損    1,614    2,704 

固定資産除却損      158    1,907 

減損損失    618,708    － 

特別損失合計 620,480 4,611 

税金等調整前当期純損失（△） △565,083 △4,617 

法人税、住民税及び事業税 46,572 32,161 

法人税等調整額 128,213 26,682 

法人税等合計 174,786 58,844 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △739,869 △63,461 

当期純損失（△） △739,869 △63,461 
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【訂正後】 

 

 
(単位：千円)

 

前連結会計年度 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年９月１日 

 至 平成27年８月31日) 

売上高 6,812,643 7,640,819 

売上原価 6,276,599 7,132,982 

売上総利益 536,044 507,837 

販売費及び一般管理費   
荷造運搬費 102,548 114,929 

役員報酬 59,735 60,879 

給与・賞与 137,806 154,642 

賞与引当金繰入額 3,180 5,459 

役員賞与引当金繰入額 5,698 5,686 

役員退職慰労引当金繰入額 3,490 3,022 

退職給付費用 2,474 2,318 

厚生費 70,150 83,378 

貸倒引当金繰入額 1,170 △130 

その他 147,526 162,095 

販売費及び一般管理費合計   533,779   592,282 

営業利益又は営業損失（△） 2,264 △84,445 

営業外収益   
受取利息 30,263 40,842 

受取配当金 2,429 2,582 

為替差益 － 16,489 

その他 6,623 8,607 

営業外収益合計 39,317 68,521 

営業外費用   
支払利息 211 183 

為替差損 738 － 

営業外費用合計 950 183 

経常利益又は経常損失（△） 40,631 △16,107 

特別利益   
固定資産売却益     614     161 

投資有価証券売却益 14,151 15,940 

特別利益合計 14,766 16,101 

特別損失   
固定資産売却損    1,614    2,704 

固定資産除却損      158    1,907 

減損損失    618,708    － 

特別損失合計 620,480 4,611 

税金等調整前当期純損失（△） △565,083 △4,617 

法人税、住民税及び事業税 46,572 30,116 

法人税等調整額 128,213 27,071 

法人税等合計 174,786 57,188 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △739,869 △61,805 

当期純損失（△） △739,869 △61,805 
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＜添付資料10ページ＞ 

（連結包括利益計算書） 

【訂正前】 

 （単位：千円）

 

前連結会計年度 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年９月１日 

 至 平成27年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △739,869 △63,461 

その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 1,070 5,135 

為替換算調整勘定 57,233 551,515 

その他の包括利益合計    58,304    556,650 

包括利益 △681,565 493,188 

（内訳）   
親会社株主に係る包括利益 △681,565 493,188 

少数株主に係る包括利益 － － 

 

【訂正後】 

 （単位：千円）

 

前連結会計年度 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年９月１日 

 至 平成27年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △739,869 △61,805 

その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 1,070 5,135 

為替換算調整勘定 57,233 551,515 

その他の包括利益合計    58,304    556,650 

包括利益 △681,565 494,844 

（内訳）   
親会社株主に係る包括利益 △681,565 494,844 

少数株主に係る包括利益 － － 
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＜添付資料12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９月１日 至 平成27年８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 671,787 729,938 2,927,048 △132,927 4,195,847 

当期変動額      

剰余金の配当   △10,947  △10,947 

剰余金の配当（中間配当額）   △10,946  △10,946 

当期純損失（△）   △63,461  △63,461 

自己株式の取得    △12 △12 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 － － △85,355 △12 △85,368 

当期末残高 671,787 729,938 2,841,692 △132,940 4,110,478 

 

 その他の包括利益累計額 

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 59,243 430,936 490,180 4,686,027 

当期変動額     

剰余金の配当    △10,947 

剰余金の配当（中間配当額）    △10,946 

当期純損失（△）    △63,461 

自己株式の取得    △12 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
5,135 551,515 556,650 556,650 

当期変動額合計 5,135 551,515 556,650 471,281 

当期末残高 64,378 982,451 1,046,830 5,157,308 
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【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 671,787 729,938 2,927,048 △132,927 4,195,847 

当期変動額      

剰余金の配当   △10,947  △10,947 

剰余金の配当（中間配当額）   △10,946  △10,946 

当期純損失（△）   △61,805  △61,805 

自己株式の取得    △12 △12 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 － － △83,699 △12 △83,712 

当期末残高 671,787 729,938 2,843,348 △132,940 4,112,134 

 

 その他の包括利益累計額 

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 59,243 430,936 490,180 4,686,027 

当期変動額     

剰余金の配当    △10,947 

剰余金の配当（中間配当額）    △10,946 

当期純損失（△）    △61,805 

自己株式の取得    △12 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
5,135 551,515 556,650 556,650 

当期変動額合計 5,135 551,515 556,650 472,937 

当期末残高 64,378 982,451 1,046,830 5,158,964 
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＜添付資料15ページ＞ 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

当連結会計年度（自 平成26年９月１日 至 平成27年８月31日） 

【訂正前】 
 

 （単位：千円）

 報告セグメント 
調整額 

（注１） 

連結財務諸表計

上額（注２） 
 日本 中国 タイ 計 

売上高       

外部顧客への売上高 2,928,319 4,557,637 154,862 7,640,819 － 7,640,819 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 86,787 3,850 90,637 △90,637 － 

計 2,928,319 4,644,424 158,712 7,731,456 △90,637 7,640,819 

セグメント利益又は損失（△） △67,003 12,691 △115,837 △170,148 85,703 △84,445 

セグメント資産 3,545,788 3,363,857 380,028 7,289,674 △932,476 6,357,198 

その他の項目       

減価償却費 87,672 109,909 10,013 207,595 － 207,595 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
16,962 65,634 70,568 153,165 － 153,165 

（注）１.調整額は、主にセグメント間取引消去であります。 

    ２.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

【訂正後】 
 

 （単位：千円）

 報告セグメント 
調整額 

（注１） 

連結財務諸表計

上額（注２） 
 日本 中国 タイ 計 

売上高       

外部顧客への売上高 2,928,319 4,557,637 154,862 7,640,819 － 7,640,819 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 86,787 3,850 90,637 △90,637 － 

計 2,928,319 4,644,424 158,712 7,731,456 △90,637 7,640,819 

セグメント利益又は損失（△） △67,003 28,993 △115,837 △153,847 69,402 △84,445 

セグメント資産 3,531,989 3,363,857 380,028 7,275,875 △916,174 6,359,700 

その他の項目       

減価償却費 87,672 109,909 10,013 207,595 － 207,595 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
16,962 65,634 70,568 153,165 － 153,165 

（注）１.調整額は、主にセグメント間取引消去であります。 

    ２.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
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＜添付資料16ページ＞ 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

 

 

 

 

前連結会計年度 

（自  平成25年９月１日 

至  平成26年８月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成26年９月１日 

至  平成27年８月31日） 

１株当たり純資産額 1,284円19銭 1,413円36銭 

１株当たり当期純損失金額 202円76銭 17円39銭 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

    ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成25年９月１日 

至 平成26年８月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成26年９月１日 

至 平成27年８月31日） 

当期純損失金額（千円） 739,869 63,461 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失金額（千円） 739,869 63,461 

期中平均株式数（千株） 3,649 3,648 

 

【訂正後】 

 

 

 

 

前連結会計年度 

（自  平成25年９月１日 

至  平成26年８月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成26年９月１日 

至  平成27年８月31日） 

１株当たり純資産額 1,284円19銭 1,413円81銭 

１株当たり当期純損失金額 202円76銭 16円94銭 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

    ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成25年９月１日 

至 平成26年８月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成26年９月１日 

至 平成27年８月31日） 

当期純損失金額（千円） 739,869 61,805 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失金額（千円） 739,869 61,805 

期中平均株式数（千株） 3,649 3,648 
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