
 

 

平成 28 年５月 20 日 

各 位 

会 社 名 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  山 田  隆 司 

（コード番号 9889 東証第一部） 

問合せ先 上級執行役員 経営企画担当 村松 文子 

（ T E L  0 3 - 5 7 1 4 - 5 1 7 1 ） 

 

（訂正・数値データ訂正） 
「平成 28 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 28 年４月 28 日に発表いたしました「平成 28 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」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表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

平成 28 年３月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載の内容に一部訂正が

生じましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。 

なお、今回の訂正による損益への影響はございません。 

 

２．訂正の内容 

（１）サマリー情報１ページ 

 １．平成 28 年３月期の連結業績（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日） 

 （１）連結経営成績 

  （訂正前） 

 
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 ％ ％ ％

28年３月期 25.63 －          3.3 4.1 2.0

27年３月期 19.06 －          2.5 3.8 1.8

 

  （訂正後） 

 
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 ％ ％ ％

28年３月期 25.63 －          3.4 4.1 2.0

27年３月期 19.06 －          2.5 3.8 1.8

 

 

（２）サマリー情報１ページ 

 １．平成 28 年３月期の連結業績（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 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

28年３月期 37,841 13,676 35.1 779.99

27年３月期 44,614 14,330 29.6 776.83 
（参考）自己資本 28年３月期 13,271 百万円 27年３月期 13,217 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

28年３月期 38,072 13,151 33.5 749.17

27年３月期 44,614 14,330 29.6 776.83 
（参考）自己資本 28年３月期 12,746 百万円 27年３月期 13,217 百万円 

 

 

（３）サマリー情報２ページ 

 （参考）個別業績の概要 

１．平成 28 年３月期の個別業績（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日） 

 （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

28年３月期 20,690 11,659 56.4 685.25

27年３月期 21,400 11,790 55.1 692.98

 

  （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

28年３月期 20,711 11,659 56.3 685.25

27年３月期 21,400 11,790 55.1 692.98

 

 

（４）添付資料３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 

   ①資産、負債及び純資産の状況 

  （訂正前） 

  当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ67億73百万円減少し、378億円41百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金が12億２百万円、受取手形及び売掛金が39億39百万円、のれんが８億51百万円、繰延税金資

産が４億68百万円減少したことなどによるものです。 

  当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ61億19百万円減少し、241億64百万円となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金が28億93百万円、短期借入金が18億53百万円、未払費用３億37百万円、その他流動負債

に含まれている未払消費税が５億63百万円、退職給付に係る負債が３億68百万円減少したことなどによるものです。 

  当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ６億54百万円減少し、136億76百万円となりました。こ

れは主に、親会社株主に帰属する当期純利益により４億36百万円増加した一方、非支配株主持分が７億８百万円、配

当金支払により４億25百万円減少したことなどによるものです。 

 

  （訂正後） 

  当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ65億42百万円減少し、380億円72百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金が12億２百万円、受取手形及び売掛金が39億39百万円、のれんが８億51百万円、繰延税金資

産が２億37百万円減少したことなどによるものです。 

  当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ53億63百万円減少し、249億20百万円となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金が28億93百万円、短期借入金が18億53百万円、未払費用３億37百万円、その他流動負債

に含まれている未払消費税が５億63百万円減少した一方、退職給付に係る負債が３億87百万円増加したことなどによ

るものです。 

  当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ11億79百万円減少し、131億51百万円となりました。こ

れは主に、親会社株主に帰属する当期純利益により４億36百万円増加した一方、非支配株主持分が７億８百万円、配

当金支払により４億25百万円減少したことなどによるものです。 

 

 



 

 

（５）添付資料３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） 

 

  （中略） 

 

(参考)  キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期

自己資本比率（％） 32.7 29.4 29.6 35.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 37.0 29.1 29.8 30.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.6 － 0.8 0.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 103.6 － 104.6 43.0 

    （注） １ 上記指標の計算式は、下記の通りであります。 

  自己資本比率： 自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ※  各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

  ※  株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

  ※  有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

２ 平成26年３月期において、キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）およびインタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）は

営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

  

  （訂正後） 

 

 （中略） 

 

(参考)  キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期

自己資本比率（％） 32.7 29.4 29.6 33.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 37.0 29.1 29.8 30.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.6 － 0.8 0.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 103.6 － 104.6 43.0 

    （注） １ 上記指標の計算式は、下記の通りであります。 

  自己資本比率： 自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ※  各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

  ※  株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

  ※  有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

２ 平成26年３月期において、キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）およびインタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）は

営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

      

 

 

 

 

 



 

 

（６）添付資料 10・11 ページ 

 ５．連結財務諸表 

 （１）連結貸借対照表 

  （訂正前） 
 (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 7,481 6,278

受取手形及び売掛金 20,516 16,577

商品及び製品 2,303 2,406

仕掛品 341 199

原材料及び貯蔵品 565 555

繰延税金資産 1,151 981

前払費用 1,725 1,910

その他 662 703

貸倒引当金 △48 △7

流動資産合計 34,700 29,605

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,772 1,794

減価償却累計額 △1,063 △1,147

建物及び構築物（純額） 708 646

工具、器具及び備品 1,060 975

減価償却累計額 △798 △761

工具、器具及び備品（純額） 262 214

土地 690 690

リース資産 1,341 644

減価償却累計額 △981 △367

リース資産（純額） 360 277

建設仮勘定 333 405

その他 36 34

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9 △21

その他（純額） 26 12

有形固定資産合計 2,381 2,246

無形固定資産 

のれん 851 －

リース資産 4 1

その他 846 776

無形固定資産合計 1,702 777

投資その他の資産 

投資有価証券 2,102 1,771

敷金及び保証金 1,149 1,146

繰延税金資産 2,419 2,121

その他 348 278

貸倒引当金 △190 △106

投資その他の資産合計 5,830 5,211

固定資産合計 9,914 8,235

資産合計 44,614 37,841



 

 

 

 (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 11,723 8,830

短期借入金 2,553 700

リース債務 154 127

未払金 823 897

未払費用 2,961 2,623

未払法人税等 631 443

販売等奨励引当金 71 140

受注損失引当金 － 34

前受金 2,192 2,224

その他 1,137 543

流動負債合計 22,248 16,564

固定負債 

リース債務 226 152

退職給付に係る負債 7,486 7,118

役員退職慰労引当金 14 －

資産除去債務 301 325

負ののれん 1 －

その他 3 3

固定負債合計 8,035 7,600

負債合計 30,284 24,164

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,687 4,687

資本剰余金 4,760 4,798

利益剰余金 4,080 4,091

自己株式 △454 △454

株主資本合計 13,074 13,123

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 461 419

為替換算調整勘定 38 27

退職給付に係る調整累計額 △356 △299

その他の包括利益累計額合計 143 147

非支配株主持分 1,113 405

純資産合計 14,330 13,676

負債純資産合計 44,614 37,841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  （訂正後） 
 (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 7,481 6,278

受取手形及び売掛金 20,516 16,577

商品及び製品 2,303 2,406

仕掛品 341 199

原材料及び貯蔵品 565 555

繰延税金資産 1,151 981

前払費用 1,725 1,910

その他 662 703

貸倒引当金 △48 △7

流動資産合計 34,700 29,605

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,772 1,794

減価償却累計額 △1,063 △1,147

建物及び構築物（純額） 708 646

工具、器具及び備品 1,060 975

減価償却累計額 △798 △761

工具、器具及び備品（純額） 262 214

土地 690 690

リース資産 1,341 644

減価償却累計額 △981 △367

リース資産（純額） 360 277

建設仮勘定 333 405

その他 36 34

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9 △21

その他（純額） 26 12

有形固定資産合計 2,381 2,246

無形固定資産 

のれん 851 －

リース資産 4 1

その他 846 776

無形固定資産合計 1,702 777

投資その他の資産 

投資有価証券 2,102 1,771

敷金及び保証金 1,149 1,146

繰延税金資産 2,419 2,352

その他 348 278

貸倒引当金 △190 △106

投資その他の資産合計 5,830 5,442

固定資産合計 9,914 8,466

資産合計 44,614 38,072



 

 

 

 (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 11,723 8,830

短期借入金 2,553 700

リース債務 154 127

未払金 823 897

未払費用 2,961 2,623

未払法人税等 631 443

販売等奨励引当金 71 140

受注損失引当金 － 34

前受金 2,192 2,224

その他 1,137 543

流動負債合計 22,248 16,564

固定負債 

リース債務 226 152

退職給付に係る負債 7,486 7,873

役員退職慰労引当金 14 －

資産除去債務 301 325

負ののれん 1 －

その他 3 3

固定負債合計 8,035 8,355

負債合計 30,284 24,920

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,687 4,687

資本剰余金 4,760 4,798

利益剰余金 4,080 4,091

自己株式 △454 △454

株主資本合計 13,074 13,123

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 461 419

為替換算調整勘定 38 27

退職給付に係る調整累計額 △356 △823

その他の包括利益累計額合計 143 △376

非支配株主持分 1,113 405

純資産合計 14,330 13,151

負債純資産合計 44,614 38,072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（７）添付資料 14 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：百万円）

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当期純利益 384 533

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 265 △41

為替換算調整勘定 0 △11

退職給付に係る調整額 130 57

その他の包括利益合計 396 4

包括利益 780 538

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 727 440

非支配株主に係る包括利益 53 97

 

（訂正後） 
 （単位：百万円）

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当期純利益 384 533

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 265 △41

為替換算調整勘定 0 △11

退職給付に係る調整額 130 △466

その他の包括利益合計 396 △519

包括利益 780 13

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 727 △83

非支配株主に係る包括利益 53 97



 

 

（８）添付資料 16 ページ 

 ５．連結財務諸表 

 （３）連結株主資本等変動計算書 

  （訂正前） 

当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

(単位：百万円)

 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 4,687 4,760 4,080 △454 13,074

当期変動額   

親会社株主に帰属する当期

純利益  436  436

剰余金の配当  △425  △425

自己株式の取得  △0 △0

非支配株主との取引に係る

親会社の持分変動  38  38

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計 － 38 10 △0 49

当期末残高 4,687 4,798 4,091 △454 13,123

 

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 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 
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 461 38 △356 143 1,113 14,330

当期変動額   

親会社株主に帰属する当期

純利益   436

剰余金の配当   △425

自己株式の取得   △0

非支配株主との取引に係る

親会社の持分変動   38

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△41 △11 57 4 △708 △703

当期変動額合計 △41 △11 57 4 △708 △654

当期末残高 419 27 △299 147 405 13,676



 

 

  （訂正後） 

当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

(単位：百万円)

 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 4,687 4,760 4,080 △454 13,074

当期変動額   

親会社株主に帰属する当期

純利益  436  436

剰余金の配当  △425  △425

自己株式の取得  △0 △0

非支配株主との取引に係る

親会社の持分変動  38  38

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計 － 38 10 △0 49

当期末残高 4,687 4,798 4,091 △454 13,123

 

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 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 
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 461 38 △356 143 1,113 14,330

当期変動額   

親会社株主に帰属する当期

純利益   436

剰余金の配当   △425

自己株式の取得   △0

非支配株主との取引に係る

親会社の持分変動   38

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△41 △11 △466 △519 △708 △1,228

当期変動額合計 △41 △11 △466 △519 △708 △1,179

当期末残高 419 27 △823 △376 405 13,151
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５．連結財務諸表 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （訂正前） 
 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28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 1,677 1,594

減価償却費 639 626

減損損失 － 462

のれん償却額 320 189

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 80 △144

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 0

受取利息及び受取配当金 △40 △48

支払利息 33 28

支払手数料 9 15

訴訟関連損失 － 78

持分法による投資損益（△は益） 7 111

固定資産除却損 11 45

会員権評価損 2 1

売上債権の増減額（△は増加） 1,011 3,296

たな卸資産の増減額（△は増加） △543 31

未収入金の増減額（△は増加） 62 △24

仕入債務の増減額（△は減少） △118 △2,849

未払金の増減額（△は減少） 100 △45

未払費用の増減額（△は減少） 410 △20

関係会社株式売却損益（△は益） － △223

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △280

その他 447 △612

小計 4,094 2,110

利息及び配当金の受取額 35 41

利息の支払額 △33 △28

手数料の支払額 △14 △13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △593 △850

訴訟関連損失の支払額 － △78

その他 － 40

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,488 1,221

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △531 △170

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △208 △66

敷金及び保証金の差入による支出 △40 △2

敷金及び保証金の回収による収入 110 27

投資有価証券の取得による支出 △9 △14

投資有価証券の売却による収入 1 396

関係会社株式の取得による支出 △200 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ 267

その他 △43 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △920 399



 

 

 

 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 2,628 816

短期借入金の返済による支出 △3,174 △2,664

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △425 △425

非支配株主への配当金の支払額 △17 △20

リース債務の返済による支出 △152 △175

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,141 △2,469

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,430 △860

現金及び現金同等物の期首残高 5,542 6,973

現金及び現金同等物の期末残高 6,973 6,112



 

 

 （訂正後） 
 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28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 1,677 1,594

減価償却費 639 626

減損損失 － 462

のれん償却額 320 189

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 80 610

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 0

受取利息及び受取配当金 △40 △48

支払利息 33 28

支払手数料 9 15

訴訟関連損失 － 78

持分法による投資損益（△は益） 7 111

固定資産除却損 11 45

会員権評価損 2 1

売上債権の増減額（△は増加） 1,011 3,296

たな卸資産の増減額（△は増加） △543 31

未収入金の増減額（△は増加） 62 △24

仕入債務の増減額（△は減少） △118 △2,849

未払金の増減額（△は減少） 100 △45

未払費用の増減額（△は減少） 410 △20

関係会社株式売却損益（△は益） － △223

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △280

その他 447 △1,368

小計 4,094 2,110

利息及び配当金の受取額 35 41

利息の支払額 △33 △28

手数料の支払額 △14 △13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △593 △850

訴訟関連損失の支払額 － △78

その他 － 40

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,488 1,221

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △531 △170

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △208 △66

敷金及び保証金の差入による支出 △40 △2

敷金及び保証金の回収による収入 110 27

投資有価証券の取得による支出 △9 △14

投資有価証券の売却による収入 1 396

関係会社株式の取得による支出 △200 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ 267

その他 △43 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △920 399



 

 

 

 (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 2,628 816

短期借入金の返済による支出 △3,174 △2,664

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △425 △425

非支配株主への配当金の支払額 △17 △20

リース債務の返済による支出 △152 △175

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,141 △2,469

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,430 △860

現金及び現金同等物の期首残高 5,542 6,973

現金及び現金同等物の期末残高 6,973 6,112
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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） 

 

前連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成27年４月１日 

至 平成28年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 335百万円 47百万円

組替調整額 △0 △124 

税効果調整前 335 △76 

税効果額 △69 34 

その他有価証券評価差額金 265 △41 

為替換算調整勘定：   

当期発生額 0 △11 

組替調整額 - - 

為替換算調整勘定 0 △11 

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 112 - 

組替調整額 117 107 

税効果調整前 230 107 

税効果額 △99 △49 

退職給付に係る調整額 130 57 

その他の包括利益合計 396 4 

 

  （訂正後） 

 

前連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成27年４月１日 

至 平成28年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 335百万円 47百万円

組替調整額 △0 △124 

税効果調整前 335 △76 

税効果額 △69 34 

その他有価証券評価差額金 265 △41 

為替換算調整勘定：   

当期発生額 0 △11 

組替調整額 - - 

為替換算調整勘定 0 △11 

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 112 △755 

組替調整額 117 107 

税効果調整前 230 △648 

税効果額 △99 181 

退職給付に係る調整額 130 △466 

その他の包括利益合計 396 △519 
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 ５．連結財務諸表 

 （５）連結財務諸表に関する注記事項 

   （１株当たり情報） 

  （訂正前） 

 

前連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成27年４月１日 

至 平成28年３月31日） 

１株当たり純資産額 776円83銭 779円99銭

１株当たり当期純利益金額 19円06銭 25円63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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成27年４月１日 

至 平成28年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 324 436

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益（百万円） 
324 436

普通株式の期中平均株式数（株） 17,014,794 17,014,525

 

  （訂正後） 

 

前連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成27年４月１日 

至 平成28年３月31日） 

１株当たり純資産額 776円83銭 749円17銭

１株当たり当期純利益金額 19円06銭 25円63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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成27年４月１日 

至 平成28年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 324 436

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益（百万円） 
324 436

普通株式の期中平均株式数（株） 17,014,794 17,014,525

 

 

以 上




