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平成27年11月12日 

各 位 
会 社 名 株 式 会 社 丸 順 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 今 川 喜 章 
 （コード番号  ３４２２  名証第二部）  

問合せ先 常務取締役管理本部長 青 山 秀 美 
 （ＴＥＬ ０５８４－４８－２８３２） 

 

(訂正・数値データ訂正) 

「第２四半期 連結累計期間の業績予想と実績値の差異に関するお知らせ」および 

「平成28年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

 平成27年10月30日に発表しました「第２四半期 連結累計期間の業績予想と実績値の差異に関す

るお知らせ」および「平成28年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容

に一部訂正事項がありましたので、下記の通り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訂正開示いたします。なお、

訂正箇所には下線を付して表示しております。  

 

記 

 

１．訂正理由 

連結業績の算出過程において、業務上の入力の誤りがあったことが判明し、非支配株主に帰属

する四半期純損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失に訂正が生じ、さらに、四半期決算発

表後に、主に北米子会社の撤退に伴う引当金の額を見直した結果、子会社財務諸表に修正が生じ

たことにより、連結財務諸表に訂正が生じたため、一部訂正するものであります。  

 

２．訂正内容 

 

①  第２四半期 連結累計期間の業績予想と実績値の差異に関するお知らせ  

 

（訂正前） 

１．平成28年３月期第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日～平成27年９月30日）の 

業績予想と実績値の差異 

 売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主

に帰属する

四半期 

純利益 

１株当たり  

四半期 

純利益 

前回業績予想（Ａ） 
百万円  

34,000 

百万円  

50 

百万円  

△350 

百万円  

― 

円  銭  

― 

実績値（Ｂ） 35,173 589 169 △2,177 △248.41 

増減額（Ｂ－Ａ） 1,173 539 519 ―  

増減率（％） 3.5 ― ― ―  

（ご参考）前期実績 

（平成 26 年３月期） 
31,580 △926 △1,143 △1,577 △180.01 
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（訂正後） 

１．平成28年３月期第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日～平成27年９月30日）の 

業績予想と実績値の差異 

 売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主

に帰属する

四半期 

純利益 

１株当たり  

四半期 

純利益 

前回業績予想（Ａ） 
百万円  

34,000 

百万円  

50 

百万円  

△350 

百万円  

― 

円  銭  

― 

実績値（Ｂ） 35,173 589 169 △2,591 △295.61 

増減額（Ｂ－Ａ） 1,173 539 519 ―  

増減率（％） 3.5 ― ― ―  

（ご参考）前期実績 

（平成 26 年３月期） 
31,580 △926 △1,143 △1,577 △180.01 

 

②  平成28年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  

 

【サマリー情報】 

１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９月30日） 

 (訂正前) 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率 ) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する四半期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

28年３月期第２四半期 35,173 11.4 589 － 169 － △2,177 － 

27年３月期第２四半期 31,580 2.8 △926 － △1,143 － △1,577 － 
 
(注 ) 包括利益  28年３月期第２四半期  △ 2,797 百万円 ( －  ％ )  27年３月期第２四半期  △ 2,340 百万円 ( －  ％ ) 
  

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり 

四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

28年３月期第２四半期 △248.41 － 

27年３月期第２四半期 △180.01 － 
  

 
  

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円  百万円  ％ 

28年３月期第２四半期 58,348 7,410 6.6 

27年３月期 59,904 10,363 10.4 
 
(参考 ) 自己資本  28年３月期第２四半期  3,876 百万円   27年３月期  6,251 百万円  
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(訂正後) 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率 ) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する四半期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

28年３月期第２四半期 35,173 11.4 589 － 169 － △2,591 － 

27年３月期第２四半期 31,580 2.8 △926 － △1,143 － △1,577 － 
 
(注 ) 包括利益  28年３月期第２四半期  △ 2,795 百万円 ( －  ％ )  27年３月期第２四半期  △ 2,340 百万円 ( －  ％ ) 
  

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり 

四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

28年３月期第２四半期 △295.61 － 

27年３月期第２四半期 △180.01 － 
  

 
  

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円  百万円  ％ 

28年３月期第２四半期 57,040 7,412 6.1 

27年３月期 59,904 10,363 10.4 
 
(参考 ) 自己資本  28年３月期第２四半期  3,462 百万円   27年３月期  6,251 百万円  

 

【２ページ】 

１．当四半期決算に関する定性的情報  

（１）経営成績に関する説明  

(訂正前) 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 35,173百万円（前年同四半期比11.4％増）、

営業利益は589百万円（前年同四半期は926百万円の営業損失）、経常利益は169百万円（前年

同四半期は1,143百万円の経常損失）の増収増益となりましたが、減損損失及び事業構造改善

費用等の計上により、親会社株主に帰属する四半期純損失は 2,177百万円（前年同四半期は

1,577百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。  

 

 (訂正後) 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 35,173百万円（前年同四半期比11.4％増）、

営業利益は589百万円（前年同四半期は926百万円の営業損失）、経常利益は169百万円（前年

同四半期は1,143百万円の経常損失）の増収増益となりましたが、減損損失及び事業構造改善

費用等の計上により、親会社株主に帰属する四半期純損失は 2,591百万円（前年同四半期は

1,577百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。  

 

【３ページ】 

１．当四半期決算に関する定性的情報  

（２）財政状態に関する説明  

(訂正前) 

 資産、負債及び純資産の状況  

 当社グループの当第２四半期連結会計期間末における資産総額は58,348百万円となり、前

連結会計年度末と比較し、 1,555百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が

1,036百万円増加、受取手形及び売掛金が3,000百万円増加、有形固定資産が4,132百万円減少、

投資その他の資産が1,050百万円減少したことが要因であります。  

 負債総額は50,938百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,398百万円の増加となりま

した。これは主に、短期借入金が2,726百万円増加、その他の流動負債が1,577百万円増加、
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長期借入金が3,941百万円減少したことが要因であります。  

 純資産は7,410百万円となり、前連結会計年度末と比較し、2,953百万円の減少となりまし

た。これは主に、利益剰余金が2,177百万円減少、その他有価証券評価差額金が462百万円減

少、非支配株主持分が578百万円減少したことが要因であります。  

 

(訂正後) 

資産、負債及び純資産の状況 

 当社グループの当第２四半期連結会計期間末における資産総額は57,040百万円となり、前

連結会計年度末と比較し、 2,863百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が

1,036百万円増加、受取手形及び売掛金が3,000百万円増加、有形固定資産が4,132百万円減少、

投資その他の資産が1,050百万円減少したことが要因であります。  

 負債総額は49,628百万円となり、前連結会計年度末と比較し、87百万円の増加となりまし

た。これは主に、短期借入金が2,726百万円増加、その他の流動負債が269百万円増加、長期

借入金が3,941百万円減少したことが要因であります。  

 純資産は7,412百万円となり、前連結会計年度末と比較し、2,951百万円の減少となりまし

た。これは主に、利益剰余金が2,591百万円減少、その他有価証券評価差額金が462百万円減

少、非支配株主持分が162百万円減少したことが要因であります。  

 

【５～６ページ】 

（訂正前） 

３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表  
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成27年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,579 4,616 

  受取手形及び売掛金 8,178 11,178 

  商品及び製品 518 609 

  仕掛品 3,156 1,486 

  原材料及び貯蔵品 1,536 1,428 

  その他 1,692 2,975 

  貸倒引当金 △78 △94 

  流動資産合計 18,582 22,201 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 9,235 8,189 

   機械装置及び運搬具（純額）  10,076 7,783 

   工具、器具及び備品（純額）  9,793 8,242 

   土地 2,243 2,227 

   リース資産（純額） 2,742 2,868 

   建設仮勘定 4,765 5,412 

   有形固定資産合計 38,855 34,723 

  無形固定資産 209 217 

  投資その他の資産   

   その他 2,273 1,223 

   貸倒引当金 △17 △17 

   投資その他の資産合計 2,256 1,206 

  固定資産合計 41,321 36,147 

 資産合計 59,904 58,348 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間  
(平成27年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 7,707 8,000 

  短期借入金 20,255 22,982 

  リース債務 894 1,034 

  未払法人税等 89 66 

  賞与引当金 19 19 

  その他 4,622 6,199 

  流動負債合計 33,588 38,304 

 固定負債   

  長期借入金 12,781 8,840 

  リース債務 1,609 1,486 

  退職給付に係る負債 1,070 836 

  資産除去債務 87 88 

  その他 401 1,381 

  固定負債合計 15,951 12,634 

 負債合計 49,540 50,938 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,037 1,037 

  資本剰余金 935 935 

  利益剰余金 1,677 △500 

  自己株式 △626 △626 

  株主資本合計 3,023 846 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金  554 92 

  為替換算調整勘定 2,844 3,049 

  退職給付に係る調整累計額  △171 △112 

  その他の包括利益累計額合計  3,228 3,030 

 非支配株主持分 4,111 3,533 

 純資産合計 10,363 7,410 

負債純資産合計 59,904 58,348 
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（訂正後） 

３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間  
(平成27年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,579 4,616 

  受取手形及び売掛金 8,178 11,178 

  商品及び製品 518 609 

  仕掛品 3,156 1,486 

  原材料及び貯蔵品 1,536 1,428 

  その他 1,692 1,667 

  貸倒引当金 △78 △94 

  流動資産合計 18,582 20,893 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 9,235 8,189 

   機械装置及び運搬具（純額）  10,076 7,783 

   工具、器具及び備品（純額）  9,793 8,242 

   土地 2,243 2,227 

   リース資産（純額） 2,742 2,868 

   建設仮勘定 4,765 5,412 

   有形固定資産合計 38,855 34,723 

  無形固定資産 209 217 

  投資その他の資産   

   その他 2,273 1,223 

   貸倒引当金 △17 △17 

   投資その他の資産合計 2,256 1,206 

  固定資産合計 41,321 36,147 

 資産合計 59,904 57,040 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間  
(平成27年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 7,707 8,000 

  短期借入金 20,255 22,982 

  リース債務 894 1,034 

  未払法人税等 89 66 

  賞与引当金 19 19 

  その他 4,622 4,891 

  流動負債合計 33,588 36,996 

 固定負債   

  長期借入金 12,781 8,840 

  リース債務 1,609 1,486 

  退職給付に係る負債 1,070 836 

  資産除去債務 87 88 

  その他 401 1,379 

  固定負債合計 15,951 12,631 

 負債合計 49,540 49,628 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,037 1,037 

  資本剰余金 935 935 

  利益剰余金 1,677 △914 

  自己株式 △626 △626 

  株主資本合計 3,023 432 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金  554 92 

  為替換算調整勘定 2,844 3,049 

  退職給付に係る調整累計額  △171 △112 

  その他の包括利益累計額合計  3,228 3,030 

 非支配株主持分 4,111 3,949 

 純資産合計 10,363 7,412 

負債純資産合計 59,904 57,040 
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【７ページ】 

（訂正前） 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  

四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 
           (単位：百万円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間  
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

売上高 31,580 35,173 

売上原価 30,336 32,098 

売上総利益 1,243 3,075 

販売費及び一般管理費 2,170 2,485 

営業利益又は営業損失（△）  △926 589 

営業外収益   

 受取利息 5 5 

 受取配当金 12 7 

 為替差益 42 － 

 その他 72 57 

 営業外収益合計 132 69 

営業外費用   

 支払利息 334 428 

 為替差損 － 41 

 その他 15 19 

 営業外費用合計 349 489 

経常利益又は経常損失（△）  △1,143 169 

特別利益   

 固定資産売却益 29 10 

 投資有価証券売却益 － 758 

 その他 62 1 

 特別利益合計 91 770 

特別損失   

 事業構造改善費用 － 616 

 固定資産売却損 2 2 

 減損損失 － 2,843 

 その他 39 20 

 特別損失合計 41 3,483 

税金等調整前四半期純損失（△）  △1,094 △2,543 

法人税等 557 141 

四半期純損失（△） △1,651 △2,684 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △73 △506 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,577 △2,177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

（訂正後） 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  

四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 
           (単位：百万円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間  
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

売上高 31,580 35,173 

売上原価 30,336 32,098 

売上総利益 1,243 3,075 

販売費及び一般管理費 2,170 2,485 

営業利益又は営業損失（△）  △926 589 

営業外収益   

 受取利息 5 5 

 受取配当金 12 7 

 為替差益 42 － 

 受取出向料 － 21 

 その他 72 35 

 営業外収益合計 132 69 

営業外費用   

 支払利息 334 428 

 為替差損 － 41 

 その他 15 19 

 営業外費用合計 349 489 

経常利益又は経常損失（△）  △1,143 169 

特別利益   

 固定資産売却益 29 10 

 投資有価証券売却益 － 758 

 その他 62 1 

 特別利益合計 91 770 

特別損失   

 事業構造改善費用 － 616 

 固定資産売却損 2 2 

 減損損失 － 2,843 

 その他 39 20 

 特別損失合計 41 3,483 

税金等調整前四半期純損失（△）  △1,094 △2,543 

法人税等 557 139 

四半期純損失（△） △1,651 △2,682 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △73 △90 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,577 △2,591 
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【８ページ】 

（訂正前） 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 
           (単位：百万円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間  
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

四半期純損失（△） △1,651 △2,684 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金  35 △462 

 為替換算調整勘定 △759 289 

 退職給付に係る調整額 35 59 

 その他の包括利益合計 △688 △113 

四半期包括利益 △2,340 △2,797 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益  △2,054 △2,375 

 非支配株主に係る四半期包括利益  △286 △422 

 

（訂正後） 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 
           (単位：百万円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間  
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

四半期純損失（△） △1,651 △2,682 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金  35 △462 

 為替換算調整勘定 △759 289 

 退職給付に係る調整額 35 59 

 その他の包括利益合計 △688 △113 

四半期包括利益 △2,340 △2,795 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益  △2,054 △2,789 

 非支配株主に係る四半期包括利益 △286 △6 

 

以上 


