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(訂正・数値データ訂正)「 平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 

一部訂正について 
 

当社は、平成28年５月13日に公表いたしました「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」について一

部訂正がありましたので、下記のとお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

の数値データも送信します。 

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月期決算短信の公表時点では会計監査人の監査が終了しておりませんでしたが、その後、有価証券

報告書作成過程において会計監査人からの指摘があり、サマリー情報、キャッシュ・フロー計算書、セグメント

情報等、生産、受注及び販売の状況について、関連する項目の訂正を行うものであります。なお、今回の訂正に

よる損益及び純資産への影響はありません。 

 

２．訂正の内容 

サマリー情報 

１．平成28年３月期の業績（平成27年４月１日～平成28年３月31日） 

 (2)財政状態 
 
＜訂正前＞ 
（参考）自己資本   28年３月期   3,404百万円    27年３月期   3,457百万円 

 

＜訂正後＞ 

（参考）自己資本   28年３月期   3,392百万円    27年３月期   3,457百万円 
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５．財務諸表 

  （４）キャッシュ・フロー計算書 
＜訂正前＞ 

（単位：千円） 

 前事業年度 当事業年度 

(自 平成26年４月１日 (自 平成27年４月１日 

至 平成27年３月31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   

税引前四半期純利益 81,650 21,901

（省略）   



＜訂正後＞ 
（単位：千円） 

 前事業年度 当事業年度 

(自 平成26年４月１日 (自 平成27年４月１日 

至 平成27年３月31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   

税引前当期純利益 81,650 21,901

（省略）   
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５．財務諸表 

  （５）財務諸表に関する注記事項 

  （セグメント情報等） 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

    当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

 

＜訂正前＞ 

 

     (単位：千円) 

 
報告セグメント 

調整額 
(注1) 

財務諸表計上額
（注2） ビジネスフォー

ム事業 情報処理事業 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 2,049,449 1,103,317 3,152,766 ― 3,152,766

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 2,049,449 1,103,317 3,152,766 ― 3,152,766

セグメント利益又は損失(△) 326,815 92,271 419,087 △354,385 64,702

セグメント資産 1,005,101 714,798 1,719,899 2,555,895 4,275,794

その他の項目  

  減価償却費 42,275 88,034 130,309 14,830 145,139

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

742 5,949 6,692 3,300 9,992

(注)１ 調整額は、以下のとおりであります。 

(1)セグメント利益又は損失の調整額△354,385千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   (省略) 



＜訂正後＞ 

     (単位：千円) 

 
報告セグメント 

調整額 
(注1) 

財務諸表計上額
（注2） ビジネスフォー

ム事業 情報処理事業 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 2,046,311 1,106,455 3,152,766 ― 3,152,766

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 2,046,311 1,106,455 3,152,766 ― 3,152,766

セグメント利益又は損失(△) 325,359 96,800 422,160 △357,457 64,702

セグメント資産 1,005,101 714,798 1,719,899 2,555,895 4,275,794

その他の項目  

  減価償却費 42,275 88,034 130,309 14,830 145,139

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 742 5,949 6,692 3,300 9,992

(注)１ 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益又は損失の調整額△357,457千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(省略) 
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 ６．その他 

  （１）生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

 

＜訂正前＞ 

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム事業 1,597,441 △3.1 

情報処理事業 1,103,317 △1.6 

合計 2,700,758 △2.5 

 

＜訂正後＞ 

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム事業 1,594,303 △3.3 

情報処理事業 1,107,377 △1.3 

合計 2,701,681 △2.4 

 

③ 受注状況 

 

＜訂正前＞ 

セグメントの名称 
受注高 

金額(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム事業 1,590,705 △3.6 

情報処理事業 1,104,678 △1.5 

合計 2,695,383 △2.8 



＜訂正後＞ 

セグメントの名称 
受注高 

金額(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム事業 1,587,567 △3.8 

情報処理事業 1,108,738 △1.1 

合計 2,696,306 △2.7 

 

④ 販売実績 

 

＜訂正前＞ 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム事業 2,049,449 △0.8 

情報処理事業 1,103,317 △1.6 

合計 3,152,766 △1.1 

 

＜訂正後＞ 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

ビジネスフォーム事業 2,046,311 △1.0 

情報処理事業 1,106,455 △1.3 

合計 3,152,766 △1.1 

 

以 上  
 


