
  

 

 
 

平成 29 年 11 月 9 日 

 
各   位 

 
会 社 名 株式会社 有沢製作所 

代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太 
（コード番号：５２０８  東証第一部） 

問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史 
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１） 

 
（訂正・数値デ－タ訂正）「平成 29 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 

 
当社は、平成 29 年 5 月 9 日に開示いたしました「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、訂正箇所には下線を付してあります。 

 
 

記 

 

 
１．訂正の理由 

訂正の理由につきましては、平成 29 年 10 月 25 日公表の「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の

判明のお知らせ」をご参照ください。 

 

２．訂正の内容 

  （サマリー情報） 

 
 （百万円未満切捨て） 

1. 平成 29 年 3 月期の連結業績（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 
(1) 連結経営成績 

 
（訂正前） 

                              (%表示は、対前期増減率) 

 
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 ％

29 年 3 月期 34,451 △7.5 1,790 △39.5 2,690 △23.4 2,072 △23.7

28 年 3 月期 37,228 △1.0 2,957 0.7 3,510 △22.1 2,716 △44.1

（注）包括利益  29 年 3 月期 1,856 百万円（71.7%）  28 年 3 月期 1,081 百万円（△80.7%） 



  

 

 
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 ％ ％ ％

29 年 3 月期 58.20 58.06 4.5 4.3 5.2

28 年 3 月期 76.40 75.95 5.9 5.5 7.9

（参考）持分法投資損益 29 年 3 月期 400 百万円 28 年 3 月期 444 百万円 

 

（訂正後） 
                                      (%表示は、対前期増減率) 

 
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 ％

29 年 3 月期 34,451 △7.5 1,790 △39.5 2,690 △23.4 2,037 △24.6

28 年 3 月期 37,228 △1.0 2,957 0.7 3,510 △22.1 2,702 △43.9

（注）包括利益  29 年 3 月期 1,821 百万円（70.6%）  28 年 3 月期 1,067 百万円（△80.8%） 

 

 
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 ％ ％ ％

29 年 3 月期 57.20 57.06 4.5 4.3 5.2

28 年 3 月期 76.02 75.58 6.0 5.5 7.9

（参考）持分法投資損益 29 年 3 月期 400 百万円 28 年 3 月期 444 百万円 

 

（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

29 年 3 月期 63,808 49,282 73.3 1,311.41

28 年 3 月期 60,983 48,297 74.9 1,282.81

（参考） 自己資本 29 年 3 月期 46,782 百万円  28 年 3 月期 45,674 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

29 年 3 月期 63,808 48,551 72.2 1,290.93

28 年 3 月期 60,983 47,602 73.8 1,263.29

（参考） 自己資本 29 年 3 月期 46,051 百万円  28 年 3 月期 44,979 百万円 

 

 

 

 

 



  

2. 配当の状況 

 

（訂正前） 

 年間配当金 
配当金

総額 

（合計） 

配当 

性向 

（連結） 

純資産 

配当率 

（連結）

 第 1 

四半期

末 

第 2 

四半期

末 

第 3 

四半期

末 

期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

28 年 3 月期 － 0 － 23.00 23.00 818 30.1 1.8

29 年 3 月期 － 0 － 20.00 20.00 713 34.4 1.5

30 年 3 月期 

（予想） 

－ － － － －  － 

 

（訂正後） 

 年間配当金 
配当金

総額 

（合計） 

配当 

性向 

（連結） 

純資産 

配当率 

（連結）

 第 1 

四半期

末 

第 2 

四半期

末 

第 3 

四半期

末 

期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

28 年 3 月期 － 0 － 23.00 23.00 818 30.3 1.8

29 年 3 月期 － 0 － 20.00 20.00 713 35.0 1.5

30 年 3 月期 

（予想） 

－ － － － －    

 

3. 平成 30 年 3 月期の連結業績予想（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日） 

 

（訂正前） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第 2 四半期（累計） 18,300 7.7 1,000 85.5 1,400 103.0 950 77.9 26.63

通期 37,600 9.1 2,300 28.5 3,150 17.1 2,300 11.0 64.47

 

（訂正後） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第 2 四半期（累計） 18,300 7.7 1,000 85.5 1,400 103.0 950 80.0 26.63

通期 37,600 9.1 2,300 28.5 3,150 17.1 2,300 12.9 64.47

 

 



  

（添付資料） 
１． 経営成績等の概況 

 
（訂正前） 

(1) 当期の経営成績の概況 
当連結会計年度（以下「当期」という）におけるわが国経済は、経済政策や金融政策を背景に緩やかな

景気回復基調が継続しました。一方で、英国の欧州連合（ＥＵ）の離脱や米国の大統領選挙結果の影響

に加え新興国の経済成長の減速もあり、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）においては、多機能携帯

端末を主用途とした電子材料分野と産業用構造材料分野の売上が前年より減少しました。 

これらの結果、当期の業績は、売上高 344 億 51 百万円（前期比 7.5%減）、営業利益 17 億 90 百万円（前

期比 39.5％減）、経常利益 26 億 90 百万円（前期比 23.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は 20

億 72 百万円（前期比 23.7％減）となりました。 

 
（訂正後） 
(1) 当期の経営成績の概況 

当連結会計年度（以下「当期」という）におけるわが国経済は、経済政策や金融政策を背景に緩やかな

景気回復基調が継続しました。一方で、英国の欧州連合（ＥＵ）の離脱や米国の大統領選挙結果の影響

に加え新興国の経済成長の減速もあり、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 
このような状況のもと当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）においては、多機能携帯

端末を主用途とした電子材料分野と産業用構造材料分野の売上が前年より減少しました。 
これらの結果、当期の業績は、売上高 344 億 51 百万円（前期比 7.5%減）、営業利益 17 億 90 百万円（前

期比 39.5％減）、経常利益 26 億 90 百万円（前期比 23.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は 20
億 37 百万円（前期比 24.6％減）となりました。 

 
（訂正前） 

(2) 当期の財政状態の概況 
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 28 億 24 百万円増加し 638 億 8 百万円となりま

した。これは、主に現金及び預金が 19 億 71 百万円、受取手形及び売掛金が 10 億 11 百万円増加したこ

とによります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 18 億 40 百万円増加し 145 億 26 百万円となりました。これは、

主に長期借入金 7 億 94 百万円、短期借入金 3 億 55 百万円、未払法人税等 2 億 65 百万円、一年以内返

済予定の長期借入金 2 億 5 百万円と退職給付に係る負債が 1 億 36 百万円増加したことによります。 
純資産は、前連結会計年度末に比較して 9 億 84 百万円増加しました。これは主に、親会社株主に帰属す

る当期純利益の計上による利益剰余金 12 億 53 百万円の増加等によります。 

 
（訂正後） 
(2) 当期の財政状態の概況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 28 億 24 百万円増加し 638 億 8 百万円となりま

した。これは、主に現金及び預金が 19 億 71 百万円、受取手形及び売掛金が 10 億 11 百万円増加したこ

とによります。 
負債合計は、前連結会計年度末に比べ 18 億 75 百万円増加し 152 億 57 百万円となりました。これは、

主に長期借入金 7 億 94 百万円、短期借入金 3 億 55 百万円、未払法人税等 2 億 65 百万円、一年以内返

済予定の長期借入金 2 億 5 百万円と退職給付に係る負債が 1 億 36 百万円増加したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比較して 9 億 48 百万円増加しました。これは主に、親会社株主に帰属す

る当期純利益の計上による利益剰余金 12 億 18 百万円の増加等によります。 



  

 
（訂正前） 

 
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 27 年 3 月期 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期

自己資本比率（％） 70.1 74.9 73.3
時価ベースの自己資本比率（％） 55.6 33.6 43.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.6 0.9 1.5
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 20.3 46.6 70.5

 
（訂正後) 

 
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 27 年 3 月期 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期

自己資本比率（％） 69.1 73.8 72.2
時価ベースの自己資本比率（％） 55.6 33.6 43.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.6 0.9 1.5
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 20.3 46.6 70.5

 



  

３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結財務諸表 

 

(単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

（省略） 

負債の部 

（省略） 

固定負債 

長期借入金 ※２ 1,041,600 ※２ 1,836,093

リース債務 76,191 53,973

繰延税金負債 163,656 277,977

退職給付に係る負債 421,983 558,112

資産除去債務 58,319 57,448

その他 62,053 63,599

固定負債合計 1,823,804 2,847,205

負債合計 12,686,266 14,526,354

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,294,347 7,317,019

資本剰余金 6,406,366 6,429,038

利益剰余金 30,217,301 31,471,074

自己株式 △3,670 △3,891

株主資本合計 43,914,345 45,213,240

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 647,068 942,763

繰延ヘッジ損益 － 5,153

為替換算調整勘定 1,204,968 808,002

退職給付に係る調整累計額 △91,934 △187,018

その他の包括利益累計額合計 1,760,101 1,568,901

新株予約権 117,201 143,292

非支配株主持分 2,506,066 2,356,620

純資産合計 48,297,714 49,282,055

負債純資産合計 60,983,980 63,808,409

 



  

  （訂正後） 

(単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

（省略） 

負債の部 

（省略） 

固定負債 

長期借入金 ※２ 1,041,600 ※２ 1,836,093

リース債務 76,191 53,973

繰延税金負債 858,938 1,008,732

退職給付に係る負債 421,983 558,112

資産除去債務 58,319 57,448

その他 62,053 63,599

固定負債合計 2,519,086 3,577,960

負債合計 13,381,548 15,257,109

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,294,347 7,317,019

資本剰余金 6,406,366 6,429,038

利益剰余金 29,522,018 30,740,318

自己株式 △3,670 △3,891

株主資本合計 43,219,062 44,482,485

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 647,068 942,763

繰延ヘッジ損益 － 5,153

為替換算調整勘定 1,204,968 808,002

退職給付に係る調整累計額 △91,934 △187,018

その他の包括利益累計額合計 1,760,101 1,568,901

新株予約権 117,201 143,292

非支配株主持分 2,506,066 2,356,620

純資産合計 47,602,431 48,551,300

負債純資産合計 60,983,980 63,808,409

 



  

（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：千円)

 

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) 

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) 

（省略） 

税金等調整前当期純利益 3,927,357 2,806,975

法人税、住民税及び事業税 696,707 653,576

法人税等調整額 285,971 △97,312

法人税等合計 982,678 556,264

当期純利益 2,944,678 2,250,710

非支配株主に帰属する当期純利益 228,537 178,025

親会社株主に帰属する当期純利益 2,716,140 2,072,685

 

  （訂正後） 

(単位：千円)

 

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) 

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) 

（省略） 

税金等調整前当期純利益 3,927,357 2,806,975

法人税、住民税及び事業税 696,707 653,576

法人税等調整額 299,314 △61,839

法人税等合計 996,021 591,737

当期純利益 2,931,335 2,215,238

非支配株主に帰属する当期純利益 228,537 178,025

親会社株主に帰属する当期純利益 2,702,797 2,037,212

 



  

（連結包括利益計算書） 

  （訂正前） 

（単位：千円）

 

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) 

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) 

当期純利益 2,944,678 2,250,710

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △1,799,507 295,687

繰延ヘッジ損益 － 5,153

為替換算調整勘定 285,317 △478,630

退職給付に係る調整額 △279,166 △75,362

持分法適用会社に対する持分相当額 △70,181 △140,791

その他の包括利益合計 ※ △1,863,538 ※ △393,944

包括利益 1,081,139 1,856,766

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 747,200 1,881,485

非支配株主に係る包括利益 333,938 △24,718

 

  （訂正後） 

（単位：千円）

 

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) 

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) 

当期純利益 2,931,335 2,215,238

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △1,799,507 295,687

繰延ヘッジ損益 － 5,153

為替換算調整勘定 285,317 △478,630

退職給付に係る調整額 △279,166 △75,362

持分法適用会社に対する持分相当額 △70,181 △140,791

その他の包括利益合計 ※ △1,863,538 ※ △393,944

包括利益 1,067,796 1,821,294

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 733,857 1,846,012

非支配株主に係る包括利益 333,938 △24,718

 



  

（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 7,262,490 6,374,513 28,758,169 △3,022 42,392,150

当期変動額   

新株の発行 31,857 31,853  63,710

剰余金の配当  △1,241,813  △1,241,813

親会社株主に帰属する当期

純利益 
 2,716,140  2,716,140

自己株式の取得  △647 △647

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減 
 △15,195  △15,195

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
  

当期変動額合計 31,857 31,853 1,459,131 △647 1,522,194

当期末残高 7,294,347 6,406,366 30,217,301 △3,670 43,914,345

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 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 2,446,431 1,099,998 182,611 3,729,041 84,479 2,624,013 48,829,685

当期変動額   

新株の発行   63,710

剰余金の配当   △1,241,813

親会社株主に帰属する当期

純利益 
  2,716,140

自己株式の取得   △647

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減 
  △15,195

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△1,799,362 104,969 △274,546 △1,968,939 32,721 △117,947 △2,054,166

当期変動額合計 △1,799,362 104,969 △274,546 △1,968,939 32,721 △117,947 △531,971

当期末残高 647,068 1,204,968 △91,934 1,760,101 117,201 2,506,066 48,297,714

 



  

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)

 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 7,294,347 6,406,366 30,217,301 △3,670 43,914,345

当期変動額   

新株の発行 22,672 22,672  45,344

剰余金の配当  △818,912  △818,912

親会社株主に帰属する当期

純利益 
 2,072,685  2,072,685

自己株式の取得  △221 △221

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減 
  －

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
  

当期変動額合計 22,672 22,672 1,253,772 △221 1,298,895

当期末残高 7,317,019 6,429,038 31,471,074 △3,891 45,213,240

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 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

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 647,068 － 1,204,968 △91,934 1,760,101 117,201 2,506,066 48,297,714

当期変動額    

新株の発行    45,344

剰余金の配当    △818,912

親会社株主に帰属する当期

純利益 
   2,072,685

自己株式の取得    △221

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減 
   －

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
295,695 5,153 △396,965 △95,083 △191,200 26,091 △149,445 △314,554

当期変動額合計 295,695 5,153 △396,965 △95,083 △191,200 26,091 △149,445 984,341

当期末残高 942,763 5,153 808,002 △187,018 1,568,901 143,292 2,356,620 49,282,055

 



  

  （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)

 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 7,262,490 6,374,513 28,076,230 △3,022 41,710,210

当期変動額   

新株の発行 31,857 31,853  63,710

剰余金の配当  △1,241,813  △1,241,813

親会社株主に帰属する当期

純利益 
 2,702,797  2,702,797

自己株式の取得  △647 △647

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減 
 △15,195  △15,195

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
  

当期変動額合計 31,857 31,853 1,445,788 △647 1,508,851

当期末残高 7,294,347 6,406,366 29,522,018 △3,670 43,219,062

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 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 2,446,431 1,099,998 182,611 3,729,041 84,479 2,624,013 48,147,746

当期変動額   

新株の発行   63,710

剰余金の配当   △1,241,813

親会社株主に帰属する当期

純利益 
  2,702,797

自己株式の取得   △647

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減 
  △15,195

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△1,799,362 104,969 △274,546 △1,968,939 32,721 △117,947 △2,054,166

当期変動額合計 △1,799,362 104,969 △274,546 △1,968,939 32,721 △117,947 △545,314

当期末残高 647,068 1,204,968 △91,934 1,760,101 117,201 2,506,066 47,602,431

 



  

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)

 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 7,294,347 6,406,366 29,522,018 △3,670 43,219,062

当期変動額   

新株の発行 22,672 22,672  45,344

剰余金の配当  △818,912  △818,912

親会社株主に帰属する当期

純利益 
 2,037,212  2,037,212

自己株式の取得  △221 △221

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減 
  －

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
  

当期変動額合計 22,672 22,672 1,218,299 △221 1,263,423

当期末残高 7,317,019 6,429,038 30,740,318 △3,891 44,482,485

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 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

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 647,068 － 1,204,968 △91,934 1,760,101 117,201 2,506,066 47,602,431

当期変動額    

新株の発行    45,344

剰余金の配当    △818,912

親会社株主に帰属する当期

純利益 
   2,037,212

自己株式の取得    △221

連結子会社株式の取得によ

る持分の増減 
   －

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
295,695 5,153 △396,965 △95,083 △191,200 26,091 △149,445 △314,554

当期変動額合計 295,695 5,153 △396,965 △95,083 △191,200 26,091 △149,445 948,868

当期末残高 942,763 5,153 808,002 △187,018 1,568,901 143,292 2,356,620 48,551,300

 

 



  

（５）連結財務諸表に関する注記 

（１株当たり情報） 

 

  （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） 

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） 

１株当たり純資産額 1,282.81円 1,311.41円 

１株当たり当期純利益金額 76.40円 58.20円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 75.95円 58.06円 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 

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） 

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） 

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） 2,716,140 2,072,685 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益金額（千円） 
2,716,140 2,072,685 

期中平均株式数（株） 35,552,810 35,614,798 

（省略）   

 

  （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） 

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） 

１株当たり純資産額 1,263.29円 1,290.93円 

１株当たり当期純利益金額 76.02円 57.20円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 75.58円 57.06円 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 

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） 

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） 

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） 2,702,797 2,037,212 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益金額（千円） 
2,702,797 2,037,212 

期中平均株式数（株） 35,552,810 35,614,798 

（省略）   

 
 

以上 


