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平成28年４月15日 

各 位 

会 社 名    中 央 発 條 株 式 会 社 

代表者名    代表取締役社長   髙 江 曉 

（コード番号 5992  東証・名証第１部） 

問合せ先    経 理 部 長   小笠原 喜信 

   （TEL 052 – 624 - 8539） 

 

 

（訂正（訂正（訂正（訂正））））    

「平成「平成「平成「平成24242424 年３月期年３月期年３月期年３月期    決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について    

 

 

当社は、平成24年４月26日に発表いたしました、「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記

載に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由  

 連結財務諸表のうち、「連結貸借対照表」及び「連結株主資本等変動計算書」について、記載に一部誤りが

あったため訂正を行うものです。 

 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所は   を付して表示しております。 
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○添付資料７ページ 

４．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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

＜中略＞   

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,837,208 10,837,208 

  資本剰余金 11,128,923 11,128,923 

  利益剰余金 17,818,784 18,159,742 

  自己株式 △537,409 △540,533 

  株主資本合計 39,247,506 39,585,341 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,515,406 5,136,878 

  海外子会社の土地再評価差額金 250,420 250,420 

  為替換算調整勘定 △2,006,832 △2,288,968 

  その他の包括利益累計額合計 2,758,993 3,098,330 

 新株予約権 30,665 30,171 

 少数株主持分 2,575,927 2,658,631 

 純資産合計 44,613,092 45,372,473 

負債純資産合計 71,903,311 77,783,681 

 

 

（訂正後） 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

＜中略＞   

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,837,208 10,837,208 

  資本剰余金 11,128,923 11,128,923 

  利益剰余金 18,069,204 18,410,163 

  自己株式 △537,409 △540,533 

  株主資本合計 39,497,927 39,835,762 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,515,406 5,136,878 

  為替換算調整勘定 △2,006,832 △2,288,968 

  その他の包括利益累計額合計 2,508,573 2,847,909 

 新株予約権 30,665 30,171 

 少数株主持分 2,575,927 2,658,631 

 純資産合計 44,613,092 45,372,473 

負債純資産合計 71,903,311 77,783,681 
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○添付資料10・11ページ 

４．連結財務諸表 

(３) 連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

株主資本   

 資本金   

  当期首残高 10,837,208 10,837,208 

  当期変動額   

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 10,837,208 10,837,208 

 資本剰余金   

  当期首残高 11,128,923 11,128,923 

  当期変動額   

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 11,128,923 11,128,923 

 利益剰余金   

  当期首残高 16,747,951 17,818,784 

  
持分法適用関連会社の会計処理の変更に伴う
増減 

△2,092 － 

  当期変動額   

   剰余金の配当 △690,408 △376,466 

   当期純利益 1,763,333 717,425 

   当期変動額合計 1,072,924 340,958 

  当期末残高 17,818,784 18,159,742 

 自己株式   

  当期首残高 △531,351 △537,409 

  当期変動額   

   自己株式の取得 △6,057 △3,124 

   当期変動額合計 △6,057 △3,124 

  当期末残高 △537,409 △540,533 

 株主資本合計   

  当期首残高 38,182,732 39,247,506 

  
持分法適用関連会社の会計処理の変更に伴う
増減 

△2,092 － 

  当期変動額   

   剰余金の配当 △690,408 △376,466 

   当期純利益 1,763,333 717,425 

   自己株式の取得 △6,057 △3,124 

   当期変動額合計 1,066,867 337,834 

  当期末残高 39,247,506 39,585,341 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

 その他有価証券評価差額金   

  当期首残高 5,051,821 4,515,406 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △536,415 621,472 

   当期変動額合計 △536,415 621,472 

  当期末残高 4,515,406 5,136,878 

 繰延ヘッジ損益   

  当期首残高 △1,447 － 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,447 － 

   当期変動額合計 1,447 － 

  当期末残高 － － 

 海外子会社の土地再評価差額金   

  当期首残高 250,420 250,420 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) － － 

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 250,420 250,420 

 為替換算調整勘定   

  当期首残高 △1,738,385 △2,006,832 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △268,447 △282,135 

   当期変動額合計 △268,447 △282,135 

  当期末残高 △2,006,832 △2,288,968 

 その他の包括利益累計額合計   

  当期首残高 3,562,409 2,758,993 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △803,415 339,336 

   当期変動額合計 △803,415 339,336 

  当期末残高 2,758,993 3,098,330 

新株予約権   

 当期首残高 34,619 30,665 

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △3,954 △494 

  当期変動額合計 △3,954 △494 

 当期末残高 30,665 30,171 

少数株主持分   

 当期首残高 2,518,412 2,575,927 

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 57,514 82,704 

  当期変動額合計 57,514 82,704 

 当期末残高 2,575,927 2,658,631 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

 当期首残高 44,298,173 44,613,092 

 持分法適用関連会社の会計処理の変更に伴う増減 △2,092 － 

 当期変動額   

  剰余金の配当 △690,408 △376,466 

  当期純利益 1,763,333 717,425 

  自己株式の取得 △6,057 △3,124 

  株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △749,855 421,546 

  当期変動額合計 317,011 759,381 

 当期末残高 44,613,092 45,372,473 
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（訂正後） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

株主資本   

 資本金   

  当期首残高 10,837,208 10,837,208 

  当期変動額   

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 10,837,208 10,837,208 

 資本剰余金   

  当期首残高 11,128,923 11,128,923 

  当期変動額   

   当期変動額合計 － － 

  当期末残高 11,128,923 11,128,923 

 利益剰余金   

  当期首残高 16,998,372 18,069,204 

  
持分法適用関連会社の会計処理の変更に伴う
増減 

△2,092 － 

  当期変動額   

   剰余金の配当 △690,408 △376,466 

   当期純利益 1,763,333 717,425 

   当期変動額合計 1,072,924 340,958 

  当期末残高 18,069,204 18,410,163 

 自己株式   

  当期首残高 △531,351 △537,409 

  当期変動額   

   自己株式の取得 △6,057 △3,124 

   当期変動額合計 △6,057 △3,124 

  当期末残高 △537,409 △540,533 

 株主資本合計   

  当期首残高 38,433,153 39,497,927 

  
持分法適用関連会社の会計処理の変更に伴う
増減 

△2,092 － 

  当期変動額   

   剰余金の配当 △690,408 △376,466 

   当期純利益 1,763,333 717,425 

   自己株式の取得 △6,057 △3,124 

   当期変動額合計 1,066,867 337,834 

  当期末残高 39,497,927 39,835,762 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

 その他有価証券評価差額金   

  当期首残高 5,051,821 4,515,406 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △536,415 621,472 

   当期変動額合計 △536,415 621,472 

  当期末残高 4,515,406 5,136,878 

 繰延ヘッジ損益   

  当期首残高 △1,447 － 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,447 － 

   当期変動額合計 1,447 － 

  当期末残高 － － 

 為替換算調整勘定   

  当期首残高 △1,738,385 △2,006,832 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △268,447 △282,135 

   当期変動額合計 △268,447 △282,135 

  当期末残高 △2,006,832 △2,288,968 

 その他の包括利益累計額合計   

  当期首残高 3,311,988 2,508,573 

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △803,415 339,336 

   当期変動額合計 △803,415 339,336 

  当期末残高 2,508,573 2,847,909 

新株予約権   

 当期首残高 34,619 30,665 

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △3,954 △494 

  当期変動額合計 △3,954 △494 

 当期末残高 30,665 30,171 

少数株主持分   

 当期首残高 2,518,412 2,575,927 

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 57,514 82,704 

  当期変動額合計 57,514 82,704 

 当期末残高 2,575,927 2,658,631 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

 当期首残高 44,298,173 44,613,092 

 持分法適用関連会社の会計処理の変更に伴う増減 △2,092 － 

 当期変動額   

  剰余金の配当 △690,408 △376,466 

  当期純利益 1,763,333 717,425 

  自己株式の取得 △6,057 △3,124 

  株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △749,855 421,546 

  当期変動額合計 317,011 759,381 

 当期末残高 44,613,092 45,372,473 

 

 

以 上 


