
 

 
 

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）「平成 29 年 3 月期第 3 四半期決算短信〔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 2 月 2 日に開示いたしました「平成 29 年 3 月期第 3 四半期決算短信〔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－情報） 

 （百万円未満切捨て） 

1. 平成 29 年 3 月期第 3 四半期の連結業績（平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績 
 
（訂正前） 

                                                               (%表示は、対前年同四半期増減率) 
 

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属

する四半期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29 年 3 月期第 3 四半期 25,754 △10.1 1,151 △50.9 2,013 △36.0 1,493 △34.3
28 年 3 月期第 3 四半期 28,659 1.2 2,343 8.2 3,145 △8.9 2,272 △44.5
（注）包括利益 29 年 3 月期第 3 四半期 272 百万円（△82.4%） 28 年 3 月期第 3 四半期 1,553 百万円（△61.0%） 
 
 1 株当たり 

四半期純利益 
潜在株式調整後 

1 株当たり四半期純利益

 円 銭 円 銭

29年 3月期第 3四半期 41.93 41.86
28年 3月期第 3四半期 63.94 63.50
 



（訂正後） 
(%表示は、対前年同四半期増減率) 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属

する四半期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29 年 3 月期第 3 四半期 25,754 △10.1 1,151 △50.9 2,013 △36.0 1,478 △33.5
28 年 3 月期第 3 四半期 28,659 1.2 2,343 8.2 3,145 △8.9 2,225 △44.4
（注）包括利益  29 年 3 月期第 3 四半期 258 百万円（△82.8%）  28 年 3 月期第 3 四半期 1,505 百万円（△61.4%） 
 
 1 株当たり 

四半期純利益 
潜在株式調整後 

1 株当たり四半期純利益

 円 銭 円 銭

29年 3月期第 3四半期 41.53 41.46
28年 3月期第 3四半期 62.61 62.18
 
（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月期第 3四半期 61,736 47,657 73.8 1,279.65
28 年 3 月期 60,983 48,297 74.9 1,282.81
（参考） 自己資本 29 年 3 月期第 3 四半期 45,578 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月期第 3四半期 61,736 46,948 72.7 1,259.73
28 年 3 月期 60,983 47,602 73.8 1,263.29
（参考） 自己資本 29 年 3 月期第 3 四半期 44,868 百万円  28 年 3 月期 44,979 百万円 
 
 
3. 平成 29 年 3 月期の連結業績予想（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 

 
（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 

1 株当たり

当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 34,300 △7.9 1,550 △47.6 2,000 △43.0 1,500 △44.8 42.11
 

（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 

1 株当たり

当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 34,300 △7.9 1,550 △47.6 2,000 △43.0 1,500 △44.5 42.11
 
 



（添付資料） 
1. 当四半期決算に関する定性的情報 
 
（訂正前） 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融政策や財政政策などを背景に、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により、依然として不透明な状況が続いております。 
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）は、多機能携帯端

末を主用途とした電子材料及び産業用構造材料の需要が低調であったことから、前年同期に比べ売

上・営業利益ともに減少しました。 
これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は 257 億 54 百万円(前年同期比 10.1％

減)となりました。損益は営業利益 11 億 51 百万円（前年同期比 50.9％減）、経常利益 20 億 13 百万

円（前年同期比 36.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 14 億 93 百万円（前年同期比 34.3％
減）となりました。 

 
（訂正後） 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融政策や財政政策などを背景に、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により、依然として不透明な状況が続いております。 
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）は、多機能携帯端

末を主用途とした電子材料及び産業用構造材料の需要が低調であったことから、前年同期に比べ売

上・営業利益ともに減少しました。 
これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は 257 億 54 百万円(前年同期比 10.1％

減)となりました。損益は営業利益 11 億 51 百万円（前年同期比 50.9％減）、経常利益 20 億 13 百万

円（前年同期比 36.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 14 億 78 百万円（前年同期比 33.5％
減）となりました。 

 



３．四半期連結財務諸表 

（１）（四半期連結貸借対照表） 

 

  （訂正前） 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日) 

（省略） 

負債の部 

（省略） 

固定負債 

長期借入金 1,041,600 1,763,748

退職給付に係る負債 421,983 432,805

資産除去債務 58,319 53,566

その他 301,901 478,584

固定負債合計 1,823,804 2,728,703

負債合計 12,686,266 14,078,984

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,294,347 7,298,087

資本剰余金 6,406,366 6,410,106

利益剰余金 30,217,301 30,891,451

自己株式 △3,670 △3,748

株主資本合計 43,914,345 44,595,897

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 1,162,806

為替換算調整勘定 1,204,968 △73,737

退職給付に係る調整累計額 △91,934 △106,700

その他の包括利益累計額合計 1,760,101 982,368

新株予約権 117,201 140,779

非支配株主持分 2,506,066 1,938,599

純資産合計 48,297,714 47,657,645

負債純資産合計 60,983,980 61,736,629



  （訂正後） 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日) 

（省略） 

負債の部 

（省略） 

固定負債 

長期借入金 1,041,600 1,763,748

退職給付に係る負債 421,983 432,805

資産除去債務 58,319 53,566

その他 997,183 1,188,059

固定負債合計 2,519,086 3,438,178

負債合計 13,381,548 14,788,459

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,294,347 7,298,087

資本剰余金 6,406,366 6,410,106

利益剰余金 29,522,018 30,181,976

自己株式 △3,670 △3,748

株主資本合計 43,219,062 43,886,422

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 1,162,806

為替換算調整勘定 1,204,968 △73,737

退職給付に係る調整累計額 △91,934 △106,700

その他の包括利益累計額合計 1,760,101 982,368

新株予約権 117,201 140,779

非支配株主持分 2,506,066 1,938,599

純資産合計 47,602,431 46,948,170

負債純資産合計 60,983,980 61,736,629



  

（２）（四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書） 

（四半期連結損益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

 

  （訂正前） 

 （単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

（省略） 

税金等調整前四半期純利益 3,576,421 2,132,094

法人税等 1,075,772 547,476

四半期純利益 2,500,649 1,584,617

非支配株主に帰属する四半期純利益 228,122 91,554

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,272,526 1,493,062

 

  （訂正後） 

 （単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

（省略） 

税金等調整前四半期純利益 3,576,421 2,132,094

法人税等 1,123,087 561,669

四半期純利益 2,453,334 1,570,425

非支配株主に帰属する四半期純利益 228,122 91,554

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,225,211 1,478,870

 

 



  

（四半期連結包括利益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

 

  （訂正前） 

 （単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 2,500,649 1,584,617

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △962,301 515,800

為替換算調整勘定 112,515 △1,367,649

退職給付に係る調整額 △43,243 6,964

持分法適用会社に対する持分相当額 △54,429 △467,142

その他の包括利益合計 △947,458 △1,312,027

四半期包括利益 1,553,190 272,589

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 1,275,343 715,330

非支配株主に係る四半期包括利益 277,847 △442,740

 

  （訂正後） 

 （単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益 2,453,334 1,570,425

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △962,301 515,800

為替換算調整勘定 112,515 △1,367,649

退職給付に係る調整額 △43,243 6,964

持分法適用会社に対する持分相当額 △54,429 △467,142

その他の包括利益合計 △947,458 △1,312,027

四半期包括利益 1,505,875 258,397

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 1,228,028 701,137

非支配株主に係る四半期包括利益 277,847 △442,740

 

 

以上 

 

 


