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2019年 5月 31日 

各 位 

会 社 名 野 村 マ イ ク ロ ・ サ イ エ ン ス 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長兼最高執行責任者 八 巻 由 孝 

（コード番号：6254） 

問 合 せ 先 取締役副社長兼最高財務責任者 横 川  收 

（TEL 046-228-5195） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019年 3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 
 

2019年 5月 13日に公表いたしました「2019年 3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正すべき

事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データ（XBRL）にも訂正がありまし

たので、訂正後の数値データにつきましても送信いたします。 

なお、訂正箇所については下線を付して表示しております。 

 

記 

1．訂正の理由 

2019 年 3 月期決算短信の「（３）連結株主資本等変動計算書」において、自己株式の取得を自己株式の

処分に含めて自己株式の処分として記載していたため、それぞれの区分による表示に訂正いたしました。 

また、「（５）連結財務諸表に関する注記事項」（表示方法の変更）において、固定負債の減少及び総資

産の減少並びに繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示している旨の記載漏れがあり、追記・訂正いた

しました。加えて、同（セグメント情報等）において、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を

当連結会計年度から適用しておりますが、2018 年 3 月期の報告セグメントの「セグメント資産」及び「セ

グメント負債」が改正前の金額表示であったため、当該会計基準を遡って適用した後の金額表示に訂正いた

しました。 

 

2．訂正の内容 

（３）連結株主資本等変動計算書（16ページ） 

（訂正前） 

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019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 2,236,800 2,066,466 4,284,493 △504,467 8,083,292 

当期変動額      

剰余金の配当   △181,999  △181,999 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  1,030,095  1,030,095 

自己株式の処分  7,158  8,390 15,548 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － 7,158 848,095 8,390 863,644 

当期末残高 2,236,800 2,073,624 5,132,589 △496,076 8,946,937 
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 その他の包括利益累計額 

新株予約権 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 

その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 156,847 529,623 686,471 16,218 8,785,982 

当期変動額      

剰余金の配当     △181,999 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
    1,030,095 

自己株式の処分     15,548 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△71,017 △17,880 △88,898 △12,371 △101,269 

当期変動額合計 △71,017 △17,880 △88,898 △12,371 762,375 

当期末残高 85,830 511,743 597,573 3,847 9,548,358 

 

 

（３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正後） 

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019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 2,236,800 2,066,466 4,284,493 △504,467 8,083,292 

当期変動額      

剰余金の配当   △181,999  △181,999 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  1,030,095  1,030,095 

自己株式の取得    △1 △1 

自己株式の処分  7,158  8,391 15,550 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － 7,158 848,095 8,390 863,644 

当期末残高 2,236,800 2,073,624 5,132,589 △496,076 8,946,937 
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 その他の包括利益累計額 

新株予約権 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 

その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 156,847 529,623 686,471 16,218 8,785,982 

当期変動額      

剰余金の配当     △181,999 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
    1,030,095 

自己株式の取得     △1 

自己株式の処分     15,550 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△71,017 △17,880 △88,898 △12,371 △101,269 

当期変動額合計 △71,017 △17,880 △88,898 △12,371 762,375 

当期末残高 85,830 511,743 597,573 3,847 9,548,358 

 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（表示方法の変更）（19ページ） 

（訂正前） 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税

効果会計基準一部改正」という。）を当連結会計年度期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資

産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関

係注記を変更しております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」263,735千円

は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」283,731千円に含めて表示しております。 

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会

計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当金の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された

内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計

基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。 

 

（訂正後） 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税

効果会計基準一部改正」という。）を当連結会計年度期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資

産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関

係注記を変更しております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が263,735

千円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が263,755千円増加しております。また、「固定

負債」の「繰延税金負債」が7,637千円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が7,637千円

減少しております。 

なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産

が7,637千円減少しております。 

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会

計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された

内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計

基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

１．及び２．記載省略 

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

（20ページ） 

（訂正前） 

前連結会計年度（自2017年４月１日 至2018年３月31日） 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 
合計 

 日本 アジア アメリカ 計 

売上高      

外部顧客への売上高 13,511,039 7,722,737 369,590 21,603,367 21,603,367 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,498,131 298,135 － 1,796,266 1,796,266 

計 15,009,170 8,020,873 369,590 23,399,634 23,399,634 

セグメント利益 842,435 321,519 76,863 1,240,818 1,240,818 

セグメント資産 14,793,326 7,175,963 134,704 22,103,994 22,103,994 

セグメント負債 9,336,754 3,980,301 955 13,318,011 13,318,011 

その他の項目      

減価償却費 86,262 96,153 40 182,456 182,456 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
149,745 296,215 － 445,960 445,960 

（注）セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

（訂正後） 

前連結会計年度（自2017年４月１日 至2018年３月31日） 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 
合計 

 日本 アジア アメリカ 計 

売上高      

外部顧客への売上高 13,511,039 7,722,737 369,590 21,603,367 21,603,367 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 1,498,131 298,135 － 1,796,266 1,796,266 

計 15,009,170 8,020,873 369,590 23,399,634 23,399,634 

セグメント利益 842,435 321,519 76,863 1,240,818 1,240,818 

セグメント資産 14,785,689 7,175,963 134,704 22,096,357 22,096,357 

セグメント負債 9,329,117 3,980,301 955 13,310,374 13,310,374 

その他の項目      

減価償却費 86,262 96,153 40 182,456 182,456 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 149,745 296,215 － 445,960 445,960 

（注）セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

以 上 


