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平成29年５月19日 

 

 

各 位 

会 社 名  森尾電機株式会社 

代表者名   代表取締役社長 小泉 泰一 

（コード：6647、東証第二部） 

問合せ先  取締役 木下 寛 

（TEL．03－3691－3181） 

 

 

 

（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 

 

 

平成29年５月10日に発表しました「平成29年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部

訂正がありましたので、下記のとおりご報告いたします。なお、訂正個所には下線を付しております。 

 

 

記 

 

１． 訂正の理由 

「平成29年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について、決算作業の過程で集計誤りがあり、「不動産

関連事業」の区分のセグメント資産の一部について、「電気機器製造販売事業」の区分に訂正するものです。 

なお、セグメント資産合計について訂正はありません。 

 

２． 訂正内容 

添付資料12ページ 

３.連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 

【セグメント情報】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 
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【訂正前】 

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：千円) 

 電気機器 
製造販売事業

不動産 
関連事業 合計 調整額 

(注)1 
連結財務諸表

計上額 

売上高  

  外部顧客への売上高 7,381,429 149,801 7,531,231 ― 7,531,231

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 7,381,429 149,801 7,531,231 ― 7,531,231

セグメント利益 371,483 76,559 448,042 △171,047 276,995

セグメント資産 5,456,154 1,849,378 7,305,532 710,551 8,016,084

その他の項目  

  減価償却費 137,911 44,835 182,746 12,825 195,572

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 317,071 266 317,337 10,893 328,231

(注) １. 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△171,047 千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

171,047 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。 

(2) セグメント資産の調整額 710,551 千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産

710,551 千円が含まれております。 

(3) 減価償却費の調整額 12,825 千円には、各報告セグメントに配分していない全社減価償却費

12,825 千円が含まれております。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 10,893 千円には、各報告セグメントに配分していな

い全社資産の増加 10,893 千円が含まれております。 
２. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 



 

 

 - 3 -

 

当連結会計年度(自  平成 28 年４月１日  至  平成 29 年３月 31 日) 
    (単位：千円) 

 電気機器 
製造販売事業

不動産 
関連事業 合計 調整額 

(注)1 
連結財務諸表

計上額 

売上高  

  外部顧客への売上高 6,843,582 143,362 6,986,945 ― 6,986,945

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 6,843,582 143,362 6,986,945 ― 6,986,945

セグメント利益 333,531 64,045 397,577 △131,964 265,613

セグメント資産 5,587,541 1,894,267 7,481,809 677,790 8,159,600

その他の項目  

  減価償却費 136,704 44,745 181,449 13,771 195,221

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 168,560 288 168,848 7,541 176,390

(注) １. 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△131,964 千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

131,964 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。 

(2) セグメント資産の調整額 677,790 千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産

677,790 千円が含まれております。 

(3) 減価償却費の調整額 13,771 千円には、各報告セグメントに配分していない全社減価償却費

13,771 千円が含まれております。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 7,541 千円には、各報告セグメントに配分し

ていない全社資産の増加 7,541 千円が含まれております。 
２. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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【訂正後】 

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：千円) 

 電気機器 
製造販売事業

不動産 
関連事業 合計 調整額 

(注)1 
連結財務諸表

計上額 

売上高  

  外部顧客への売上高 7,381,429 149,801 7,531,231 ― 7,531,231

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 7,381,429 149,801 7,531,231 ― 7,531,231

セグメント利益 371,483 76,559 448,042 △171,047 276,995

セグメント資産 6,316,412 989,119 7,305,532 710,551 8,016,084

その他の項目  

  減価償却費 137,911 44,835 182,746 12,825 195,572

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 317,071 266 317,337 10,893 328,231

(注) １. 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△171,047 千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

171,047 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。 

(2) セグメント資産の調整額 710,551 千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産

710,551 千円が含まれております。 

(3) 減価償却費の調整額 12,825 千円には、各報告セグメントに配分していない全社減価償却費

12,825 千円が含まれております。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 10,893 千円には、各報告セグメントに配分していな

い全社資産の増加 10,893 千円が含まれております。 
２. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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当連結会計年度(自  平成 28 年４月１日  至  平成 29 年３月 31 日) 
    (単位：千円) 

 電気機器 
製造販売事業

不動産 
関連事業 合計 調整額 

(注)1 
連結財務諸表

計上額 

売上高  

  外部顧客への売上高 6,843,582 143,362 6,986,945 ― 6,986,945

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 6,843,582 143,362 6,986,945 ― 6,986,945

セグメント利益 333,531 64,045 397,577 △131,964 265,613

セグメント資産 6,537,291 944,518 7,481,809 677,790 8,159,600

その他の項目  

  減価償却費 136,704 44,745 181,449 13,771 195,221

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 168,560 288 168,848 7,541 176,390

(注) １. 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△131,964 千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

131,964 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。 

(2) セグメント資産の調整額 677,790 千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産

677,790 千円が含まれております。 

(3) 減価償却費の調整額 13,771 千円には、各報告セグメントに配分していない全社減価償却費

13,771 千円が含まれております。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 7,541 千円には、各報告セグメントに配分し

ていない全社資産の増加 7,541 千円が含まれております。 
２. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 
 

以 上 


