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（訂正・数値データ訂正）平成28年６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８月８日に公表いたしました「平成28年６月期 決算短信 〔日本基準〕 （連結）」の内容に関して、連結財

務諸表の繰延税金資産および関連項目の一部に誤謬が発見されましたので、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いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

  

 

１．訂正の内容 

サマリー情報 

  １．平成28年６月期の連結業績（平成27年７月１日～平成28年６月30日） 

  （１）連結経営成績 

 （訂正前）  

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年６月期 223,643 2.1 3,183 1.7 3,497 △24.3 △1,882 － 

27年６月期 218,948 3.6 3,130 △52.6 4,616 △42.7 1,117 △76.6  
（注）包括利益 28年６月期 △3,803 百万円 （－％）  27年６月期 2,340 百万円 （△51.8％） 

 

 
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６月期 △46.50 － △1.8 1.8 1.4  

27年６月期 27.59     － 1.0 2.5 1.4  
（参考）持分法投資損益 28年６月期 － 百万円  27年６月期 － 百万円 

 

 （訂正後） 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年６月期 223,643 2.1 3,183 1.7 3,497 △24.3 △2,263 － 

27年６月期 218,948 3.6 3,130 △52.6 4,616 △42.7 1,117 △76.6  
（注）包括利益 28年６月期 △4,184 百万円 （－％）  27年６月期 2,340 百万円 （51.8％） 

 

 
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６月期 △55.91 － △2.1 1.8 1.4  

27年６月期 27.59 － 1.0 2.5 1.4  
（参考）持分法投資損益 28年６月期 － 百万円  27年６月期 － 百万円 
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（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６月期 200,147 102,967 51.4 2,543.20 

27年６月期 195,788 108,390 55.4 2,677.15  
（参考）自己資本 28年６月期 102,967 百万円  27年６月期 108,390 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６月期 199,766 102,586 51.4 2,533.79 

27年６月期 195,788 108,390 55.4 2,677.15  
（参考）自己資本 28年６月期 102,586 百万円  27年６月期 108,390 百万円 

 

 

添付資料２ページ 

  １．経営成績・財政状態に関する分析 

  （１）経営成績に関する分析 

 （訂正前） 

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は223,643百万円（前年同期比2.1％増）、営業利益

3,183百万円（同1.7％増）、経常利益3,497百万円（同24.3％減）、親会社株主に帰属する当期純損失1,882百万

（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益1,117百万円）となりました。 

 

（訂正後） 

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は223,643百万円（前年同期比2.1％増）、営業利益

3,183百万円（同1.7％増）、経常利益3,497百万円（同24.3％減）、親会社株主に帰属する当期純損失2,263百万

（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益1,117百万円）となりました。 

 

添付資料３ページ 

（２）財政状態に関する分析 

（訂正前） 

①当連結会計年度末の資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4,358百万円増加し、200,147百万円となりました。 

 

純資産は、利益剰余金および退職給付に係る調整累計額が減少したこと等により5,423百万円減少し、102,967百

万円となりました。 

 

（訂正後） 

①当連結会計年度末の資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3,978百万円増加し、199,766百万円となりました。 

 

純資産は、利益剰余金および退職給付に係る調整累計額が減少したこと等により5,804百万円減少し、102,586百

万円となりました。 

 

（訂正前） 

②連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動の結果、得られた資金は9,793百万円（前年同期比53.5％減）となりました。 

 

（訂正後） 

②連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動の結果、得られた資金は9,793百万円（前年同期比53.5％増）となりました。 
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（訂正前） 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成24年６月期 平成25年６月期 平成26年６月期 平成27年６月期 平成28年６月期 

時価ベースの自己資本比率（％） 37.9 44.2 40.9 40.6 33.9 

 

（訂正後） 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成24年６月期 平成25年６月期 平成26年６月期 平成27年６月期 平成28年６月期 

時価ベースの自己資本比率（％） 37.9 44.2 40.9 40.6 34.0 

 

 

添付資料９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６月30日) 

当連結会計年度 

(平成28年６月30日) 

資産の部   

投資その他の資産   

投資有価証券 1,836 2,078 

繰延税金資産 4,453 6,104 

差入保証金 23,403 22,511 

その他 ※１,※２ 9,996 ※１,※２ 9,964 

減価償却累計額 △1,664 △1,834 

その他（純額） ※１,※２ 8,332 ※１,※２ 8,129 

貸倒引当金 △77 △74 

投資その他の資産合計 37,947 38,749 

固定資産合計 96,885 96,173 

資産合計 195,788 200,147 

 

（訂正後） 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成27年６月30日) 

当連結会計年度 

(平成28年６月30日) 

資産の部   

投資その他の資産   

投資有価証券 1,836 2,078 

繰延税金資産 4,453 5,724 

退職給付に係る資産 29 21 

差入保証金 23,403 22,511 

その他 ※１,※２ 9,966 ※１,※２ 9,943 

減価償却累計額 △1,664 △1,834 

その他（純額） ※１,※２ 8,302 ※１,※２ 8,108 

貸倒引当金 △77 △74 

投資その他の資産合計 37,947 38,369 

固定資産合計 96,885 95,792 

資産合計 195,788 199,766 
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（訂正前） 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成27年６月30日) 

当連結会計年度 

(平成28年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,163 15,163 

資本剰余金 21,663 21,663 

利益剰余金 70,949 67,447 

自己株式 △0 △1 

株主資本合計 107,776 104,273 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 76 70 

繰延ヘッジ損益 503 △154 

為替換算調整勘定 401 338 

退職給付に係る調整累計額 △366 △1,561 

その他の包括利益累計額合計 614 △1,306 

純資産合計 108,390 102,967 

負債純資産合計 195,788 200,147 

 

（訂正後） 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成27年６月30日) 

当連結会計年度 

(平成28年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,163 15,163 

資本剰余金 21,663 21,663 

利益剰余金 70,949 67,066 

自己株式 △0 △1 

株主資本合計 107,776 103,892 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 76 70 

繰延ヘッジ損益 503 △154 

為替換算調整勘定 401 338 

退職給付に係る調整累計額 △366 △1,561 

その他の包括利益累計額合計 614 △1,306 

純資産合計 108,390 102,586 

負債純資産合計 195,788 199,766 
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（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) 

 

前連結会計年度 

(自 平成26年７月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 

 至 平成28年６月30日) 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 3,715 △1,169 

法人税、住民税及び事業税 2,395 2,087 

法人税等調整額 202 △1,374 

法人税等合計 2,598 713 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,117 △1,882 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する

当期純損失（△） 
1,117 △1,882 

 

（訂正後） 

  (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成26年７月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 

 至 平成28年６月30日) 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 3,715 △1,169 

法人税、住民税及び事業税 2,395 2,087 

法人税等調整額 202 △993 

法人税等合計 2,598 1,094 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,117 △2,263 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する

当期純損失（△） 
1,117 △2,263 
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（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７月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,117 △1,882 

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 1,223 △1,921 

包括利益 ※ 2,340 ※ △3,803 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,340 △3,803 

非支配株主に係る包括利益 － － 

 

（訂正後） 

  （単位：百万円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成26年７月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,117 △2,263 

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 1,223 △1,921 

包括利益 ※ 2,340 ※ △4,184 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,340 △4,184 

非支配株主に係る包括利益 － － 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日） 

（訂正前） 

    (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 15,163 21,663 70,949 △0 107,776 

当期変動額      

剰余金の配当   △1,619  △1,619 

親会社株主に帰属する当期純利益

又は親会社株主に帰属する当期純

損失（△） 
  △1,882  △1,882 

自己株式の取得    △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額）      

当期変動額合計 － － △3,502 △0 △3,502 

当期末残高 15,163 21,663 67,447 △1 104,273 

 

       

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 

その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

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 76 503 401 △366 614 108,390 

当期変動額       

剰余金の配当      △1,619 

親会社株主に帰属する当期純利益

又は親会社株主に帰属する当期純

損失（△） 
     △1,882 

自己株式の取得      △0 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△5 △658 △62 △1,194 △1,921 △1,921 

当期変動額合計 △5 △658 △62 △1,194 △1,921 △5,423 

当期末残高 70 △154 338 △1,561 △1,306 102,967 
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（訂正後） 

    (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 15,163 21,663 70,949 △0 107,776 

当期変動額      

剰余金の配当   △1,619  △1,619 

親会社株主に帰属する当期純損失

（△）   △2,263  △2,263 

自己株式の取得    △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額）      

当期変動額合計 － － △3,883 △0 △3,883 

当期末残高 15,163 21,663 67,066 △1 103,892 

 

       

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 

その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

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 76 503 401 △366 614 108,390 

当期変動額       

剰余金の配当      △1,619 

親会社株主に帰属する当期純損失

（△）      △2,263 

自己株式の取得      △0 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△5 △658 △62 △1,194 △1,921 △1,921 

当期変動額合計 △5 △658 △62 △1,194 △1,921 △5,804 

当期末残高 70 △154 338 △1,561 △1,306 102,586 
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（訂正前） 

（１株当たり情報） 

 

 

 

前連結会計年度 

（自  平成26年７月１日 

至  平成27年６月30日） 

当連結会計年度 

（自  平成27年７月１日 

至  平成28年６月30日） 

１株当たり純資産額 2,677円15銭 2,543円20銭 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失金額（△） 
27円59銭 △46円50銭 

 

 

前連結会計年度 

（自  平成26年７月１日 

至  平成27年６月30日） 

当連結会計年度 

（自  平成27年７月１日 

至  平成28年６月30日） 

親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親

会社株主に帰属する当期純損失金額（△） 

（百万円） 

1,117 △1,882 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損

失金額（△）（百万円） 

1,117 △1,882 

期中平均株式数（千株） 40,487 40,487 

 

（訂正後） 

（１株当たり情報） 

 

 

 

前連結会計年度 

（自  平成26年７月１日 

至  平成27年６月30日） 

当連結会計年度 

（自  平成27年７月１日 

至  平成28年６月30日） 

１株当たり純資産額 2,677円15銭 2,533円79銭 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失金額（△） 
27円59銭 △55円91銭 

 

 

前連結会計年度 

（自  平成26年７月１日 

至  平成27年６月30日） 

当連結会計年度 

（自  平成27年７月１日 

至  平成28年６月30日） 

親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親

会社株主に帰属する当期純損失金額（△） 

（百万円） 

1,117 △2,263 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損

失金額（△）（百万円） 

1,117 △2,263 

期中平均株式数（千株） 40,487 40,487 

 

 

２．訂正の理由 

「平成28年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、連結財務諸表の繰延税金資産および関連項目の一

部に誤謬が発見されためであります。 

 

 

以上 

 


