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平成30年３月６日

各 位

会 社 名 第一屋製パン株式会社

代表者名 代表取締役社長 前川 智範

(コード：２２１５ 東証第一部)

問合せ先
取締役コーポレート本部長
小室 英夫

(TEL.０４２－３４４－７６０１)

(((((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2222299999年年年年年1111122222月月月月月期期期期期 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕(((((連結連結連結連結連結)))))」」」」」ののののの

一部訂正について一部訂正について一部訂正について一部訂正について一部訂正について

平成30年２月14日に発表いたしました「平成29年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容について、

一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。

　

記

１．訂正箇所

平成29年12月期の連結業績の「退職給付に係る負債」に誤りがありましたので、連結財務諸表「連結貸借対照

表」「連結包括利益計算書」「連結株主資本等変動計算書」等に関連して、記載の一部訂正を行うものでありま

す。訂正箇所は下線を付して表示しております。

　なお、損益への影響はありません。

２．訂正内容

＜サマリー情報＞

【訂正前】

１．平成29年12月期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年12月31日）
（１）連結経営成績 (％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12月期 26,602 △0.3 △41 ― 84 △84.7 57 △86.1

28年12月期 26,693 6.5 464 191.9 553 113.5 410 173.4
(注) 包括利益 29年12月期 36百万円(△91.3％) 28年12月期 419百万円( △5.9％)

　

【訂正後】

１．平成29年12月期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年12月31日）
（１）連結経営成績 (％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12月期 26,602 △0.3 △41 ― 84 △84.7 57 △86.1

28年12月期 26,693 6.5 464 191.9 553 113.5 410 173.4
(注) 包括利益 29年12月期 72百万円(△82.8％) 28年12月期 419百万円( △5.9％)
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【訂正前】

（２）連結財政状態

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12月期 20,015 9,350 46.7 1,350.45

28年12月期 20,013 9,315 46.5 1,345.26
(参考) 自己資本 29年12月期 9,350百万円 28年12月期 9,314百万円

　

【訂正後】

（２）連結財政状態

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12月期 20,015 9,385 46.9 1,355.61
28年12月期 20,013 9,315 46.5 1,345.26

(参考) 自己資本 29年12月期 9,385百万円 28年12月期 9,314百万円

　

＜２ページ～３ページ＞

【訂正前】

（２）当期の財政状態の概況

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産合計は20,015百万円となり前連結会計年度末より1百万円増加しました。主な増加とし

て、現金及び預金33百万円などであります。負債合計は10,665百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円

減少しました。主な減少として、長期借入金33百万円などであります。純資産合計は9,350百万円となり、前連結

会計年度末に比べ34百万円増加しました。主な増加として、利益剰余金57百万円などであります。

　

【訂正後】

（２）当期の財政状態の概況

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産合計は20,015百万円となり前連結会計年度末より1百万円増加しました。主な増加とし

て、現金及び預金33百万円などであります。負債合計は10,630百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円

減少しました。主な減少として、長期借入金33百万円などであります。純資産合計は9,385百万円となり、前連結

会計年度末に比べ70百万円増加しました。主な増加として、利益剰余金57百万円などであります。

＜３ページ＞

【訂正前】

②キャッシュ・フローの状況

（前略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成27年12月期 平成28年12月期 平成29年12月期

自己資本比率（％） 45.2 46.5 46.7

時価ベースの自己資本比率（％） 40.8 47.4 42.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 5.5 3.2 17.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 12.8 24.7 7.2

（後略）
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【訂正後】

②キャッシュ・フローの状況

（前略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成27年12月期 平成28年12月期 平成29年12月期

自己資本比率（％） 45.2 46.5 46.9

時価ベースの自己資本比率（％） 40.8 47.4 42.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 5.5 3.2 17.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 12.8 24.7 7.2

（後略）

＜７ページ＞

５．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当連結会計年度
(平成29年12月31日)

(前略)

固定負債

社債 500 420

長期借入金 2,141 2,108

リース債務 61 220

繰延税金負債 747 798

退職給付に係る負債 2,538 2,408

長期預り金 357 319

資産除去債務 105 107

その他 67 54

固定負債合計 6,518 6,437

負債合計 10,698 10,665

純資産の部

株主資本

資本金 3,305 3,305

資本剰余金 3,659 3,658

利益剰余金 2,001 2,059

自己株式 △9 △9

株主資本合計 8,957 9,013

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 530 498

退職給付に係る調整累計額 △173 △162

その他の包括利益累計額合計 357 336

非支配株主持分 1 －

純資産合計 9,315 9,350

負債純資産合計 20,013 20,015
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【訂正後】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当連結会計年度
(平成29年12月31日)

(前略)

固定負債

社債 500 420

長期借入金 2,141 2,108

リース債務 61 220

繰延税金負債 747 798

退職給付に係る負債 2,538 2,372

長期預り金 357 319

資産除去債務 105 107

その他 67 54

固定負債合計 6,518 6,402

負債合計 10,698 10,630

純資産の部

株主資本

資本金 3,305 3,305

資本剰余金 3,659 3,658

利益剰余金 2,001 2,059

自己株式 △9 △9

株主資本合計 8,957 9,013

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 530 498

退職給付に係る調整累計額 △173 △126

その他の包括利益累計額合計 357 372

非支配株主持分 1 －

純資産合計 9,315 9,385

負債純資産合計 20,013 20,015

　

＜９ページ＞

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

【訂正前】

　 連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当期純利益 410 57

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43 △32

退職給付に係る調整額 51 11

その他の包括利益合計 8 △20

包括利益 419 36

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 419 36

非支配株主に係る包括利益 0 0
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【訂正後】

　 連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当期純利益 410 57

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43 △32

退職給付に係る調整額 51 46

その他の包括利益合計 8 14

包括利益 419 72

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 419 72

非支配株主に係る包括利益 0 0

＜11ページ＞

（３）連結株主資本等変動計算書

　

【訂正前】

当連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12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 3,305 3,659 2,001 △9 8,957

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,305 3,659 2,001 △9 8,957

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
57 57

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△0 △0

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― △0 57 △0 56

当期末残高 3,305 3,658 2,059 △9 9,013

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

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 530 △173 357 1 9,315

会計方針の変更を反映

した当期首残高
530 △173 357 1 9,315

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
57

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△0

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△32 11 △20 △1 △22

当期変動額合計 △32 11 △20 △1 34

当期末残高 498 △162 336 ― 9,350
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【訂正後】

当連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12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 3,305 3,659 2,001 △9 8,957

会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,305 3,659 2,001 △9 8,957

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
57 57

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△0 △0

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― △0 57 △0 56

当期末残高 3,305 3,658 2,059 △9 9,013

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

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 530 △173 357 1 9,315

会計方針の変更を反映

した当期首残高
530 △173 357 1 9,315

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
57

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△0

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△32 46 14 △1 13

当期変動額合計 △32 46 14 △1 70

当期末残高 498 △126 372 ― 9,385

＜15ページ＞

（５）連結財務諸表に関する注記事項

　

【訂正前】

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

１株当たり純資産額 1345.26円 １株当たり純資産額 1350.45円

１株当たり当期純利益 59.29円 １株当たり当期純利益 8.26円

　(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式がないため記載しておりません。

　 ２ 平成29年７月１日付で、普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前連結

会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を

算定しております。
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　 ３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末
(平成28年12月31日)

当連結会計年度末
(平成29年12月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 9,315 9,350

純資産の部の合計額から
控除する金額

(百万円) 1 ─

(うち非支配株主持分) (百万円) (1) ─

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 9,314 9,350

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

(株) 6,923,711 6,923,711

（後略）

　

【訂正後】

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

１株当たり純資産額 1345.26円 １株当たり純資産額 1355.61円

１株当たり当期純利益 59.29円 １株当たり当期純利益 8.26円

　(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式がないため記載しておりません。

　 ２ 平成29年７月１日付で、普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前連結

会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を

算定しております。

　 ３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末
(平成28年12月31日)

当連結会計年度末
(平成29年12月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 9,315 9,385

純資産の部の合計額から
控除する金額

(百万円) 1 ─

(うち非支配株主持分) (百万円) (1) ─

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 9,314 9,385

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

(株) 6,923,711 6,923,711

（後略）

　

以 上
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