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                       平成 28年 11月 8日 

各 位 

 

 

 

 

 
当年度および過年度に係る決算短信の一部訂正に関するお知らせ  

  

当社は、当年度および過年度において、一部の税金計算（特定同族会社の判定基準）において

誤りが判明したため、平成24年３月期以降の決算短信および有価証券報告書等を訂正することに

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記  

1. 訂正の内容  

当社の子会社において一部の税金計算（特定同族会社の判定基準）において誤りが判明したた

め、訂正いたします。 なお、過年度の決算短信の訂正開示につきましては、平成28年11月10日

までに、当期第2四半期決算短信は予定通り、平成28年11月11日に開示することといたします。

また、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書および当期四半期報告書については、平成28年11

月14日までに提出いたします。 

  

2. 訂正する決算短信等  

平成24年3月期  決算短信〔日本基準〕連結（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

平成25年3月期  決算短信〔日本基準〕連結（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

平成26年3月期  第3四半期決算短信〔日本基準〕連結（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

  決算短信〔日本基準〕連結（平成25年4月1日～平成26年3月31日）  

平成27年3月期  第1四半期決算短信〔日本基準〕連結（平成26年4月1日～平成26年6月30日）  

  第2四半期決算短信〔日本基準〕連結（平成26年4月1日～平成26年9月30日）  

  第3四半期決算短信〔日本基準〕連結（平成26年4月1日～平成26年12月31日）  

 決算短信〔日本基準〕連結（平成26年4月1日～平成27年3月31日）  

平成28年3月期  第1四半期決算短信〔日本基準〕連結（平成27年4月1日～平成27年6月30日）  

  第2四半期決算短信〔日本基準〕連結（平成27年4月1日～平成27年9月30日）  

  第3四半期決算短信〔日本基準〕連結（平成27年4月1日～平成27年12月31日）  

 決算短信〔日本基準〕連結（平成27年4月1日～平成28年3月31日）  

平成29年3月期  第1四半期決算短信〔日本基準〕連結（平成28年4月1日～平成28年6月30日）  

会 社 名  アンドール株式会社 

代表者名  代表取締役社長 和田 良明 

（コード４６４０ 東証ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先  管理部長 田中 定行 

電話番号  ０３－３２４３－１７１１ 
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期別の影響額  （単位：千円）  

期 間  項 目  訂正前  訂正後  影響額  

平成24年3月期通期  売上高  2,347,066 2,347,066 -  

 営業利益  233,819 233,819 -  

 経常利益  242,572 242,572 -  

  当期純利益  217,848 213,050 △4,798  

  総資産  1,837,151 1,837,151 -  

  純資産  1,066,480 1,061,682 △4,798  

平成25年3月期通期  売上高  2,545,587 2,545,587 -  

 営業利益  256,053 256,053 -  

 経常利益  269,593 269,593 -  

  当期純利益  178,456 175,003 △3,452  

  総資産  2,029,110 2,029,110 -  

  純資産  1,217,126 1,208,875 △8,251  

平成26年3月期  売上高  2,008,539 2,008,539 -  

第3四半期 営業利益  203,312 203,312 -  

 経常利益  242,060 242,060 -  

  四半期純利益  166,224 163,300 △2,924  

  総資産  2,101,463 2,101,463 -  

  純資産  1,443,359 1,432,183 △11,175  

平成26年3月期通期  売上高  2,777,241 2,777,241 -  

 営業利益  306,765 306,765 -  

  経常利益  324,022 324,022 -  

  当期純利益  209,466 205,069 △4,397  

  総資産  2,209,598 2,209,598 -  

  純資産  1,474,118 1,461,469 △12,648  

平成27年3月期  売上高  764,979 764,979 -  

第1四半期 営業利益  83,280 83,280 -  

 経常利益  103,287 103,287 -  

  四半期純利益  66,734 66,734 -  

  総資産  2,227,272 2,227,272 -  

  純資産  1,538,391 1,525,742 △12,648  
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 （単位：千円）  

期 間  項 目  訂正前  訂正後  影響額  

平成27年3月期  売上高  1,439,044 1,439,044 -  

第2四半期  営業利益  140,265 140,265 -  

 経常利益  176,386 176,386 -  

  四半期純利益  119,019 118,405 △614  

  総資産  2,362,452 2,362,452 -  

  純資産  1,660,102 1,646,839 △13,262  

平成27年3月期  売上高  2,134,511 2,134,511 -  

第3四半期  営業利益  124,640 124,640 -  

 経常利益  178,592 178,592 -  

  四半期純利益  124,355 123,732 △623  

  総資産  2,355,641 2,355,641 -  

  純資産  1,651,571 1,638,299 △13,272  

平成27年3月期通期  売上高  2,914,600 2,914,600 -  

 営業利益  209,804 209,804 -  

 経常利益  243,541 243,541 -  

  当期純利益  153,391 151,935 △1,456  

  総資産  2,281,503 2,281,503 -  

  純資産  1,662,928 1,648,822 △14,105  

平成28年3月期  売上高  686,849 686,849 -  

第1四半期 営業利益  34,938 34,938 -  

 経常利益  67,916 67,916 -  

 親会社株主に帰属

する四半期純利益  

    

54,186 

 

54,186 

 

- 

  総資産  2,220,140 2,220,140 -  

  純資産  1,686,243 1,672,137 △14,105  

平成28年3月期  売上高  1,368,990 1,368,990 -  

第2四半期 営業利益  77,983 77,983 -  

 経常利益  111,502 111,502 -  

 親会社株主に帰属

する四半期純利益  

 

39,103 

 

35,436 

 

△3,666  

  総資産  2,105,162 2,105,162 -  

  純資産  1,563,413 1,545,641 △17,772  
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 （単位：千円）  

期 間  項 目  訂正前  訂正後  影響額  

平成28年3月期  売上高  2,015,585 2,015,585 -  

第3四半期  営業利益  106,748 106,748 -  

 経常利益  140,961 140,961 -  

  親会社に帰属する

四半期純利益  

 

58,161 

 

55,337 

 

△2,824 

  総資産  2,062,815 2,062,815 -  

  純資産  1,564,100 1,547,170 △16,930  

平成28年3月期通期  売上高  2,722,150 2,722,150 -  

 営業利益  168,225 168,225 -  

 経常利益  203,002 203,002 -  

  親会社に帰属する

当期純利益  

 

98,357 

 

93,855 

 

△4,501 

  総資産  2,132,554 2,132,554 -  

  純資産  1,575,307 1,556,700 △18,607  

平成29年3月期  売上高  672,780 672,780 -  

第1四半期 営業利益  25,829 25,829 -  

 経常利益  30,628 30,628 -  

 親会社に帰属する

四半期純利益  

 

6,237 

 

6,237 

 

-  

  総資産  2,073,180 2,073,180 -  

  純資産  1,543,594 1,524,986 △18,607  

 

 

 

以 上 


