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2016 年 6 月 27 日 

各 位 

会 社 名： ノーリツ鋼機株式会社 

代表者名： 代表取締役社長 CEO 西本 博嗣 

 （コード：7744 東証第１部） 

問合せ先：     取締役 CFO 山元 雄太 

    （TEL：03 - 3505 - 5053） 

 

（訂正）平成 28 年 3 月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）の一部訂正について 

 

 2016 年 5 月 18 日に開示いたしましたお知らせの記載について、以下のとおり訂正いたしま

す。訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

１．訂正の理由 

 IFRS の規定において小計である利益の表示には厳密な制限が存在するため、段階利益として

事業利益を表示することが許されるかが論点となっております。したがって、IFRS の規定に保

守的に従い、段階損益項目としての事業利益を削除いたします。 

 

２．訂正の内容 

 表中の事業利益を削除いたしました。次頁以降をご参照ください。 
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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 

連結損益計算書 

（訂正前） 

(単位：百万円)

 注記 
前連結会計年度 

(自 2014年４月１日 
至 2015年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2015年４月１日 
至 2016年３月31日) 

継続事業   

売上収益 ４ 35,598 43,243

売上原価  △18,093 △22,684

売上総利益  17,504 20,558

販売費及び一般管理費  △16,066 △17,562

事業利益  1,437 2,995

その他の収益  678 529

その他の費用  △172 △1,489

営業利益  1,943 2,036

持分法による投資損益  △108 152

金融収益  508 633

金融費用  △365 △601

税引前当期利益  1,978 2,221

法人所得税費用  △572 △1,403

継続事業からの当期利益  1,405 818

 

（訂正後） 

(単位：百万円)

 注記 
前連結会計年度 

(自 2014年４月１日 
至 2015年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2015年４月１日 
至 2016年３月31日) 

継続事業   

売上収益 ４ 35,598 43,243

売上原価  △18,093 △22,684

売上総利益  17,504 20,558

販売費及び一般管理費  △16,066 △17,562

その他の収益  678 529

その他の費用  △172 △1,489

営業利益  1,943 2,036

持分法による投資損益  △108 152

金融収益  508 633

金融費用  △365 △601

税引前当期利益  1,978 2,221

法人所得税費用  △572 △1,403

継続事業からの当期利益  1,405 818
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

７．非継続事業 

(2) 非継続事業の業績 

（訂正前） 

（単位：百万円）

 
前連結会計年度 

(自 2014年４月１日 
至 2015年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2015年４月１日 

 至 2016年３月31日) 

 NKWグループ AIMEグループ 合計 NKWグループ AIMEグループ 合計 

非継続事業の損益  

売上収益 17,116 2,497 19,614 10,956 2,425 13,381

売上原価、販売費及び一般管理費 △16,516 △1,664 △18,180 △11,002 △1,533 △12,535

事業利益 600 833 1,433 △46 892 846

その他の収益 184 1 185 150 6,549 6,700

その他の費用 △321 △4 △325 △10,892 △58 △10,950

営業利益 462 830 1,292 △10,787 7,383 △3,404

持分法による投資損益 61 - 61 47 - 47

金融収益 147 6 153 92 0 92

金融費用 △13 △1 △14 △10 - △10

営業活動による損益（△は損失） 658 834 1,492 △10,658 7,383 △3,274

法人所得税費用 △454 △106 △560 △220 △276 △496

非継続事業からの当期利益 
（△は損失） 

203 728 931 △10,879 7,107 △3,771

 

（訂正後） 

（単位：百万円）

 
前連結会計年度 

(自 2014年４月１日 
至 2015年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2015年４月１日 

 至 2016年３月31日) 

 NKWグループ AIMEグループ 合計 NKWグループ AIMEグループ 合計 

非継続事業の損益  

売上収益 17,116 2,497 19,614 10,956 2,425 13,381

売上原価、販売費及び一般管理費 △16,516 △1,664 △18,180 △11,002 △1,533 △12,535

その他の収益 184 1 185 150 6,549 6,700

その他の費用 △321 △4 △325 △10,892 △58 △10,950

営業利益 462 830 1,292 △10,787 7,383 △3,404

持分法による投資損益 61 - 61 47 - 47

金融収益 147 6 153 92 0 92

金融費用 △13 △1 △14 △10 - △10

営業活動による損益（△は損失） 658 834 1,492 △10,658 7,383 △3,274

法人所得税費用 △454 △106 △560 △220 △276 △496

非継続事業からの当期利益 
（△は損失） 

203 728 931 △10,879 7,107 △3,771
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８．初度適用 
(ⅲ) 前連結会計年度（自 2014 年４月１日 至 2015 年３月 31 日）の損益及び包

括利益に対する調整 
（訂正前） 

日本基準 
表示 

組替 

連結の範囲

又は決算日

変更による

差異 

認識・測定

の差異
非継続事業

IFRS 

表示科目 
金額 

(百万円)

金額 

(百万円) 
注記 表示科目 

売上高 54,488 △27 709 40 △19,614 35,598 ① 売上収益 

売上原価 △26,072 △42 △466 △337 8,825 △18,093 ② 売上原価 

売上総利益 28,416 △69 243 △296 △10,788 17,504  売上総利益 

販売費及び一般管理費 △25,941 5 △553 1,067 9,355 △16,066 ③ 販売費及び一般管理費 

事業利益 2,475 △64 △310 770 △1,433 1,437   

 853 10 △185 678 ④ その他の収益 

 △1,090 △47 640 325 △172 ⑤ その他の費用 

営業利益 2,475 △301 △347 1,410 △1,292 1,943  営業利益 

 △294 342 △94 △61 △108 ⑥ 持分法による投資損失 

営業外収益 693 △197 △3 168 △153 508 ⑦ 金融収益 

営業外費用 △1,029 631 △2 20 14 △365  金融費用 

特別利益 1,203 △1,203 - -   

特別損失 △861 861 - -   

税金等調整前当期純利益 2,480 △503 △10 1,504 △1,492 1,978  税引前当期利益 

法人税等合計 △1,364 8 △48 270 560 △572 ⑧ 法人所得税費用 

当期利益 1,116 △495 △59 1,775 △931 1,405  
継続事業からの当期利

益 

 931 931  
非継続事業からの当期

利益 

 2,337  当期利益 

 

（訂正後） 

日本基準 
表示 

組替 

連結の範囲

又は決算日

変更による

差異 

認識・測定

の差異
非継続事業

IFRS 

表示科目 
金額 

(百万円)

金額 

(百万円) 
注記 表示科目 

売上高 54,488 △27 709 40 △19,614 35,598 ① 売上収益 

売上原価 △26,072 △42 △466 △337 8,825 △18,093 ② 売上原価 

売上総利益 28,416 △69 243 △296 △10,788 17,504  売上総利益 

販売費及び一般管理費 △25,941 5 △553 1,067 9,355 △16,066 ③ 販売費及び一般管理費 

 853 10 △185 678 ④ その他の収益 

 △1,090 △47 640 325 △172 ⑤ その他の費用 

営業利益 2,475 △301 △347 1,410 △1,292 1,943  営業利益 

 △294 342 △94 △61 △108 ⑥ 持分法による投資損失 

営業外収益 693 △197 △3 168 △153 508 ⑦ 金融収益 

営業外費用 △1,029 631 △2 20 14 △365  金融費用 

特別利益 1,203 △1,203 - -   

特別損失 △861 861 - -   

税金等調整前当期純利益 2,480 △503 △10 1,504 △1,492 1,978  税引前当期利益 

法人税等合計 △1,364 8 △48 270 560 △572 ⑧ 法人所得税費用 

当期利益 1,116 △495 △59 1,775 △931 1,405  
継続事業からの当期利

益 

 931 931  
非継続事業からの当期

利益 

 2,337  当期利益 

以 上 


