
 

平成 28 年６月 22 日 

各   位 

会 社 名  新 潟 交 通 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長  佐藤 丈二 

（コード番号 9017 東証第二部） 

問合せ先  執行役員総務部長 長沼 哲男 

（TEL．025-246-6335 ） 

 

（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５月 13 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、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 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。 

 

記 

1． 訂正の理由 

平成 28 年 3 月期の連結財務諸表において連結貸借対照表の社債の数値と連結包括利益計算書、 

およびセグメント情報の一部数値に誤りがありましたので訂正いたします。 

 

2． 訂正の内容 

  ＜ ５．連結財務諸表    (1) 連結貸借対照表 ＞ 
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 （訂正前）                                  （単位：千円） 

 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） 

（略）   

流動負債   

（略）   

  1 年内償還予定の社債 － 300,600 

（略）   

  流動負債合計 19,103,882 13,325,363 

（略）   

固定負債   

  社債 260,000 349,400 

（略）   

固定負債合計 24,787,106 29,004,211 



 

 （訂正後）                                  （単位：千円） 

 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） 

（略）   

流動負債   

（略）   

  1 年内償還予定の社債 － 320,600 

（略）   

  流動負債合計 19,103,882 13,345,363 

（略）   

固定負債   

  社債 260,000 329,400 

（略）   

固定負債合計 24,787,106 28,984,211 

                          

              

 

  

 

 

 ＜ 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 ＞ 
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 （訂正前）                                  （単位：千円） 

 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   822,333    1,259,656 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,940 △6,143 

  土地再評価差額金 457,184 188,201 

退職給付に係る調整額 418,981 179,240 

その他の包括利益合計 891,105 361,298 

     包括利益  1,713,439 1,620,954 

      (内訳)   

      親会社株主に係る包括利益 

      非支配株主に係る包括利益 

1,713,439 

－ 

1,620,954 

－ 

 

 

 

 



 （訂正後）                                  （単位：千円） 

 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   822,333    1,259,656 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,940 △6,327 

  土地再評価差額金 457,184 188,201 

退職給付に係る調整額 418,981 179,240 

その他の包括利益合計 891,105 361,114 

     包括利益  1,713,439 1,620,771 

      (内訳)   

      親会社株主に係る包括利益 

      非支配株主に係る包括利益 

1,713,439 

－ 

1,620,771 

－ 

 

 

 

 ＜ セグメント情報 ＞ 
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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） 

(訂正前)                                    （単位：百万円） 

 報告セグメント その他

 

合計 調整額

 

連結財

務諸表

計上額運輸事業 不動産事業
商品 

販売事業
旅館事業 計 

（略）          

その他の項目   

 減価償却費 763 608 18 95 1,486 38 1,524 40 1,564

 減損損失 - 32 - - 32 - 32 - 32

有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
1,141 233 26 15 1,416 44 1,461 4 1,465

 

 

(訂正後)                                        （単位：百万円） 

 報告セグメント その他

 

合計 調整額

 

連結財

務諸表

計上額運輸事業 不動産事業
商品 

販売事業
旅館事業 計 

（略）          

その他の項目   

 減価償却費 763 608 18 95 1,486 38 1,524 40 1,564

 減損損失 - 32 - - 32 - 32 - 32

有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
1,141 233 26 23 1,424 36 1,461 4 1,465

                                           

 

以  上 


