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平成30年６月22日 

各 位 

会 社 名 三菱製鋼株式会社 

代表者名 取締役社長 佐 藤 基 行 

 (コード：５６３２ 東証第1部） 

問合せ先 経理部長  細 谷 光 明 

 （TEL．０３－３５３６－３１３５） 

 

（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 

 

当社は、平成30年４月27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）」の記載について、

以下のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。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．訂正理由 

 「平成30年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」における「３．連結財務諸表及び主な注記」（２）連結損益

計算書及び連結包括利益計算書、（３）連結株主資本等変動計算書、（５）連結財務諸表に関する注記事項（セグメン

ト情報等）」において、記載に一部誤りがありましたので、訂正を行うものです。 

  

２．訂正箇所 

○添付書類 ７ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  

[訂正前] 

＜省略＞ 

連結包括利益計算書     

      (単位：百万円) 

     

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日 

 至 平成29年３月31日)  至 平成30年３月31日) 

当期純利益 3,807 2,918 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △635 150 

 繰延ヘッジ損益 - △8 

 為替換算調整勘定 △367 343 

 退職給付に係る調整額 238 △31 

 持分法適用会社に対する持分相当額 △40 △37 

 その他の包括利益合計 △804 416 

包括利益 3,002 3,334 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 2,664 3,160 

 非支配株主に係る包括利益 338 173 
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[訂正後] 

＜省略＞ 

連結包括利益計算書     

      (単位：百万円) 

     

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日 

 至 平成29年３月31日)  至 平成30年３月31日) 

当期純利益 3,807 2,918 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △635 150 

 繰延ヘッジ損益 - △8 

 為替換算調整勘定 △367 315 

 退職給付に係る調整額 238 △31 

 持分法適用会社に対する持分相当額 △40 △9 

 その他の包括利益合計 △804 416 

包括利益 3,002 3,334 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 2,664 3,160 

 非支配株主に係る包括利益 338 173 
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 ○添付書類 ９ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（３）連結株主資本等変動計算書 
  
[訂正前] 

＜省略＞ 

連結株主資本等変動計算書      

        
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)    

 (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 9,924 3,622 47,372 △1,111 59,807   
当期変動額        

非支配株主との取引に 
係る親会社の持分変動 

       

剰余金の配当   △924  △924   

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

  2,904  2,904   

新株の発行 78 78   157   
自己株式の取得    △160 △160   
連結範囲の変動  △7   △7   
株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

       

当期変動額合計 78 70 1,980 △160 1,969   
当期末残高 10,003 3,693 49,352 △1,271 61,776   

        

 

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 

繰延ヘッジ損益 
為替換算調

整勘定 

退職給付に その他の 

有価証券 係る調整 包括利益 

評価差額金 累計額 累計額合計 

当期首残高 4,241 - △2,147 △1,478 615 6,650 67,073 

当期変動額        

非支配株主との取引に 
係る親会社の持分変動 

     3,930 3,930 

剰余金の配当      △17 △942 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

     13 2,918 

新株の発行       157 

自己株式の取得       △160 

連結範囲の変動       △7 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

151 △8 282 △169 256 △1,020 △764 

当期変動額合計 151 △8 282 △169 256 2,905 5,131 

当期末残高 4,392 △8 △1,864 △1,648 871 9,556 72,204 

        

  

  

 

 



―4― 

 
[訂正後] 

＜省略＞ 

  
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)   

 (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 9,924 3,622 47,372 △1,111 59,807   
当期変動額        
新株の発行 78 78   157   

非支配株主との取引に 
係る親会社の持分変動 

 △7   △7   

剰余金の配当   △924  △924   

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

  2,904  2,904   

自己株式の取得    △160 △160   

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

       

当期変動額合計 78 70 1,980 △160 1,969   
当期末残高 10,003 3,693 49,352 △1,271 61,776   

        

 

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 

繰延ヘッジ損益 
為替換算調

整勘定 

退職給付に その他の 

有価証券 係る調整 包括利益 

評価差額金 累計額 累計額合計 

当期首残高 4,241 － △2,147 △1,478 615 6,650 67,073 

当期変動額        

新株の発行       157 

非支配株主との取引に 
係る親会社の持分変動 

      △7 

剰余金の配当       △924 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

      2,904 

自己株式の取得       △160 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

151 △8 282 △169 256 2,905 3,161 

当期変動額合計 151 △8 282 △169 256 2,905 5,131 

当期末残高 4,392 △8 △1,864 △1,648 871 9,556 72,204 
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○添付書類 13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 

（セグメント情報等） 

（セグメント情報） 

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

  

[訂正前] 

＜省略＞ 

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)    
              （単位：百万円） 

  報告セグメント 

その他 合計 調整額 
連結財務諸表 
計上額   

特殊鋼 
ばね 素形材 機器装置 

鋼材 

売上高          

 外部顧客への売上高 49,219 47,886 10,609 8,924 2,102 118,742 ― 118,742 

 セグメント間の内部 
3,706 11 178 404 1,812 6,112 △6,112 ― 

 売上高又は振替高 

計 52,926 47,897 10,787 9,328 3,914 124,855 △6,112 118,742 

セグメント利益 1,613 890 138 406 129 3,178 41 3,219 

セグメント資産 70,282 42,294 11,448 15,954 3,727 143,708 10,048 153,757 

減価償却費 1,035 1,882 253 345 88 3,605 ― 3,605 

のれん償却額 ― ― ― ― ― ― ― ― 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

1,748 2,288 736 147 398 5,319 ― 5,319 

  

[訂正後] 

＜省略＞ 

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)    

             （単位：百万円） 

  報告セグメント 

その他 合計 調整額 
連結財務諸表 
計上額 

  
特殊鋼 

ばね 素形材 機器装置 
鋼材 

売上高          

 外部顧客への売上高 49,219 47,886 10,609 8,924 2,102 118,742 ― 118,742 

 セグメント間の内部 
3,706 11 178 404 1,812 6,112 △6,112 ― 

 売上高又は振替高 

計 52,926 47,897 10,787 9,328 3,914 124,855 △6,112 118,742 

セグメント利益 1,613 890 138 406 129 3,178 41 3,219 

セグメント資産 70,569 41,441 11,757 16,212 3,727 143,708 10,048 153,757 

減価償却費 1,035 1,882 253 345 88 3,605 ― 3,605 

のれん償却額 ― ― ― ― ― ― ― ― 

有形固定資産及び   

無形固定資産の増加額 
1,748 2,288 736 147 398 5,319 ― 5,319 

  

以 上  


