
 

平成 29 年 5月 17 日 

各 位 

会 社 名 三櫻工業株式会社 

代表者名 取締役社長 篠原 利幸 

（コード番号 6584） 

問合せ先責任者 財務経理部長 長谷川 貴之 

（TEL  03-5793-8417） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 29 年 3 月期 決算短信 〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 当社は、平成 29 年 5 月 12 日に公表いたしました「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、数値データ（財務諸表ＸＢＲＬ）にも訂正がありましたので、訂正後の数値データも開示いたします。 

また、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 

「平成 29 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、一部訂正すべき事項が判明したものであります。 

 

２．訂正箇所 

添付資料 8～9 ぺージ ３．連結財務諸表（３）連結株主資本等変動計算書 

 

３．訂正の内容 

訂正後と訂正前の添付資料をそれぞれ添付し、訂正箇所に下線を付しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 



 

【訂正前】 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3月 31 日） 

     (単位：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  3,481 2,998 32,410 △477 38,412 

当期変動額            

剰余金の配当      △855   △855 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）      △724   △724 

自己株式の取得        △0 △0 

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動    △370     △370 

税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加      1   1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）            

当期変動額合計  － △370 △1,579 △0 △1,949 

当期末残高  3,481 2,628 30,832 △477 36,463 

  

 

   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  

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  3,980 963 △3,038 1,905 3,080 43,397 

当期変動額              

剰余金の配当            △855 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）            △724 

自己株式の取得            △0 

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動            △370 

税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加            1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △1,065 △1,242 △2,904 △5,211 △1,149 △6,360 

当期変動額合計  △1,065 △1,242 △2,904 △5,211 △1,149 △8,309 

当期末残高  2,915 △279 △5,942 △3,306 1,931 35,088 

 



 

【訂正後】 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3月 31 日） 

（単位：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  3,481 2,998 32,643 △477 38,645 

会計方針の変更による累積的影響額      △233   △233 

会計方針の変更を反映した当期首残高  3,481 2,998 32,410 △477 38,412 

当期変動額            

剰余金の配当      △855   △855 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）      △724   △724 

自己株式の取得        △0 △0 

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動    △370     △370 

税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加      1   1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）            

当期変動額合計  － △370 △1,579 △0 △1,949 

当期末残高  3,481 2,628 30,832 △477 36,463 

  

 

   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  

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 3,980 706 △3,038 1,648 3,064 43,357 

会計方針の変更による累積的影響額    257   257 16 40 

会計方針の変更を反映した当期首残高  3,980 963 △3,038 1,905 3,080 43,397 

当期変動額              

剰余金の配当            △855 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）            △724 

自己株式の取得            △0 

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動            △370 

税率変更に伴う固定資産圧縮積立金の増加            1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △1,065 △1,242 △2,904 △4,955 △1,149 △6,360 

当期変動額合計  △1,065 △1,242 △2,904 △4,955 △1,149 △8,309 

当期末残高  2,915 △279 △5,942 △3,306 1,931 35,088 

 

 


