
 

 

 

平成30年５月17日 

各 位 

会 社 名  新 電 元 工 業 株 式 会 社 

代表者名    代表取締役社長 鈴木 吉憲 

（コード番号 6844 東証第1部） 

         問合せ先  経営企画室企画部長 松本 義明 
                                                                                              (TEL 03-3279-4431) 

 

 

(訂正・数値データ訂正) 

「平成 30 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 30 年５月 14 日に公表いたしました「平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に一部誤りがありました

ので、下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

 

 

記 
 

１．訂正の理由 

「平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしまし

たので、これを訂正いたします。 

 

２．訂正の箇所 

  訂正の箇所には下線を付して表示しております。 

 

【訂正前】 

(サマリー情報) 

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

（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  

30 年３月期  133,706 59,169 44.3 5,744.42  

29 年３月期  128,530 54,004 42.0 5,242.45  

 

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

（％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  

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  

第２四半期（累計）  47,000 6.6  2,900  △29.5 3,200 △26.5  2,400 △32.5  233.00  

通期  96,700 4.9  5,800  △15.4 6,300 △12.1  4,800 △9.3  466.01  

  

※  注記事項 

（３）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む）  30 年３月期  10,338,884 株 29 年３月期  10,338,884 株 

②  期末自己株式数  30 年３月期  38,623株 29 年３月期  37,527 株 

③  期中平均株式数  30 年３月期  10,300,869株 29 年３月期  10,301,754 株 

 

 

 

 

 

 



 

（参考） 

１．平成 30 年３月期の個別業績（平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日） 

（２）個別財政状態 

 
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  

30 年３月期  107,760 45,353 42.1  4,403.12  

29 年３月期  105,528 42,433 40.2  4,119.26  

 

(添付資料) 

１．経営成績等の概況 

(2) 当期の財政状態の概況 

   ＜前略＞ 

    以上の結果、１株当たり純資産は5,744円42銭となりました。 

 

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 

 （１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成 28 年４月１日 

至 平成 29 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 29 年４月１日 

至 平成 30 年３月 31 日） 

  
 

１株当たり純資産額 5,242.45 円 

１株当たり当期純利益金額 328.97 

  

   

１株当たり純資産額 5,744.42 円 

１株当たり当期純利益金額 513.91 
 

 

 

【訂正後】 

(サマリー情報) 

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

（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  

30 年３月期  133,706 59,169 44.3 5,744.60  

29 年３月期  128,530 54,004 42.0 5,242.45  

 

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

（％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  

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  

第２四半期（累計）  47,000 6.6  2,900  △29.5 3,200 △26.5  2,400 △32.5  233.01  

通期  96,700 4.9  5,800  △15.4 6,300 △12.1  4,800 △9.3  466.02  

  

※  注記事項 

（３）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む）  30 年３月期  10,338,884 株 29 年３月期  10,338,884 株 

②  期末自己株式数  30 年３月期  38,934株 29 年３月期  37,527 株 

③  期中平均株式数  30 年３月期  10,300,842株 29 年３月期  10,301,754 株 

 

（参考） 

１．平成 30 年３月期の個別業績（平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日） 

（２）個別財政状態 

 
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  

30 年３月期  107,760 45,353  42.1  4,403.26 

29 年３月期  105,528 42,433  40.2  4,119.26  

 



 

 

(添付資料) 

１．経営成績等の概況 

(2) 当期の財政状態の概況 

    ＜前略＞ 

    以上の結果、１株当たり純資産は5,744円60銭となりました。 

 

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 

 （１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成 28 年４月１日 

至 平成 29 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 29 年４月１日 

至 平成 30 年３月 31 日） 

  
 

１株当たり純資産額 5,242.45 円 

１株当たり当期純利益金額 328.97 

  

   

１株当たり純資産額 5,744.60 円 

１株当たり当期純利益金額 513.91 
 

 

以上 

 


