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平成28年11月11日

各 位

会 社 名 株式会社丸八ホールディングス

代表者名 代表取締役社長 瀧口 陽夫

(コード：3504、名証第二部)

問合せ先 取締役管理本部長 日野原 和夫

(TEL.045-471-0808)

(((((訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正)))))平成平成平成平成平成2222288888年３月年３月年３月年３月年３月期期期期期 決算短信〔日本基準〕決算短信〔日本基準〕決算短信〔日本基準〕決算短信〔日本基準〕決算短信〔日本基準〕(((((連結連結連結連結連結)))))

当社は、平成28年５月12日 16時20分に発表した表記開示資料について訂正がありましたので、お知らせします。

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。

　

記

１．訂正の内容等

詳細につきましては、平成28年11月11日付「有価証券報告書等及び決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」を

ご参照ください。

２．訂正箇所

訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後を記載のうえ、下線を付して表示しております。
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15ページ ５．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表

【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)

（前略）

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 3,110,246 3,110,246

利益剰余金 46,005,340 47,008,860

自己株式 △4,637,723 △4,637,723

株主資本合計 44,577,862 45,581,382

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 121,319 25,161

繰延ヘッジ損益 4,891 △8,678

為替換算調整勘定 △1,111,426 △1,748,599

その他の包括利益累計額合計 △985,216 △1,732,117

非支配株主持分 0 0

純資産合計 43,592,646 43,849,265

負債純資産合計 55,349,486 54,694,196

【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)

（前略）

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 3,110,246 3,110,246

利益剰余金 44,556,052 45,559,572

自己株式 △4,637,723 △4,637,723

株主資本合計 43,128,574 44,132,095

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 121,319 25,161

繰延ヘッジ損益 4,891 △8,678

為替換算調整勘定 337,861 △299,312

その他の包括利益累計額合計 464,071 △282,829

非支配株主持分 0 0

純資産合計 43,592,646 43,849,265

負債純資産合計 55,349,486 54,694,196
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18ページ ５．連結財務諸表 （３）連結株主資本等変動計算書

【訂正前】

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)

(単位：千円)

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 100,000 3,110,246 45,178,957 △4,550,123 43,839,079

当期変動額

剰余金の配当 △431,661 △431,661

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,258,044 1,258,044

自己株式の取得 △87,600 △87,600

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 826,382 △87,600 738,782

当期末残高 100,000 3,110,246 46,005,340 △4,637,723 44,577,862

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 35,581 － △1,624,708 △1,589,126 0 42,249,953

当期変動額

剰余金の配当 △431,661

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,258,044

自己株式の取得 △87,600

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

85,737 4,891 513,282 603,910 △0 603,910

当期変動額合計 85,737 4,891 513,282 603,910 △0 1,342,693

当期末残高 121,319 4,891 △1,111,426 △985,216 0 43,592,646
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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)

(単位：千円)

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 100,000 3,110,246 46,005,340 △4,637,723 44,577,862

当期変動額

剰余金の配当 △393,682 △393,682

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,397,202 1,397,202

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 1,003,520 － 1,003,520

当期末残高 100,000 3,110,246 47,008,860 △4,637,723 45,581,382

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 121,319 4,891 △1,111,426 △985,216 0 43,592,646

当期変動額

剰余金の配当 △393,682

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,397,202

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△96,157 △13,569 △637,173 △746,901 － △746,901

当期変動額合計 △96,157 △13,569 △637,173 △746,901 － 256,619

当期末残高 25,161 △8,678 △1,748,599 △1,732,117 0 43,849,265
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【訂正後】

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)

(単位：千円)

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 100,000 3,110,246 43,729,669 △4,550,123 42,389,791

当期変動額

剰余金の配当 △431,661 △431,661

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,258,044 1,258,044

自己株式の取得 △87,600 △87,600

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 826,382 △87,600 738,782

当期末残高 100,000 3,110,246 44,556,052 △4,637,723 43,128,574

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 35,581 － △175,420 △139,838 0 42,249,953

当期変動額

剰余金の配当 △431,661

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,258,044

自己株式の取得 △87,600

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

85,737 4,891 513,282 603,910 △0 603,910

当期変動額合計 85,737 4,891 513,282 603,910 △0 1,342,693

当期末残高 121,319 4,891 337,861 464,071 0 43,592,646
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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)

(単位：千円)

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 100,000 3,110,246 44,556,052 △4,637,723 43,128,574

当期変動額

剰余金の配当 △393,682 △393,682

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,397,202 1,397,202

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 1,003,520 － 1,003,520

当期末残高 100,000 3,110,246 45,559,572 △4,637,723 44,132,095

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 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

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 121,319 4,891 337,861 464,071 0 43,592,646

当期変動額

剰余金の配当 △393,682

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,397,202

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△96,157 △13,569 △637,173 △746,901 － △746,901

当期変動額合計 △96,157 △13,569 △637,173 △746,901 － 256,619

当期末残高 25,161 △8,678 △299,312 △282,829 0 43,849,265

以 上
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