
2022年８月２日

各 位

会 社 名 双 信 電 機 株 式 会 社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 杉 山 雅 彦

(コード番号 6938 東証スタンダード)

問合せ先 取締役経営推進本部長 中 西 港 二

(TEL.03－5730－4500)

(((((訂正訂正訂正訂正訂正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))

「「「「「22222000002222222222年12月年12月年12月年12月年12月期期期期期 第第第第第１１１１１四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短信信信信信〔〔〔〔〔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)))))」」」」」の一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正について

2022年７月29日に公表した「2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正

がありましたので、下記のとおりお知らせします。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。なお、訂正箇所には＿を付して表示しています。

記

１．訂正の理由

「2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、四半期連結貸借対照表と四半期連結包括

利益計算書の記載内容の一部に誤りがあることが判明したため。

２．訂正箇所

（１）サマリー情報

１．2022年12月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（１）連結経営成績（累計）

【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 ％

2022年12月期第１四半期 2,981 3.4 120 △67.1 200 △46.3 89 △69.9

2022年３月期第１四半期 2,884 36.5 365 － 374 － 298 －

(注)包括利益 2022年12月期第１四半期 159 百万円 ( △47.7％) 2022年３月期第１四半期 305 百万円 ( －％)

【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 ％

2022年12月期第１四半期 2,981 3.4 120 △67.1 200 △46.3 89 △69.9

2022年３月期第１四半期 2,884 36.5 365 － 374 － 298 －

(注)包括利益 2022年12月期第１四半期 150 百万円 ( △50.8％) 2022年３月期第１四半期 305 百万円 ( －％)
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

（省略）

純資産の部

株主資本

資本金 4,256,750 4,256,750

資本剰余金 4,238,426 4,238,426

利益剰余金 3,020,181 3,041,526

自己株式 △953 △974

株主資本合計 11,514,404 11,535,728

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,077 17,972

為替換算調整勘定 △168,093 △74,376

退職給付に係る調整累計額 549,962 527,308

その他の包括利益累計額合計 400,946 470,904

純資産合計 11,915,350 12,006,632

負債純資産合計 15,771,456 15,651,509

【訂正後】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

（省略）

純資産の部

株主資本

資本金 4,256,750 4,256,750

資本剰余金 4,238,426 4,238,426

利益剰余金 3,020,181 3,051,015

自己株式 △953 △974

株主資本合計 11,514,404 11,545,217

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,077 17,972

為替換算調整勘定 △168,093 △83,865

退職給付に係る調整累計額 549,962 527,308

その他の包括利益累計額合計 400,946 461,415

純資産合計 11,915,350 12,006,632

負債純資産合計 15,771,456 15,651,509
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（２）四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書

四半期連結包括利益計算書

【訂正前】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 298,446 89,749

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,291 △1,105

為替換算調整勘定 22,444 93,717

退職給付に係る調整額 △16,871 △22,654

その他の包括利益合計 6,864 69,958

四半期包括利益 305,310 159,707

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 305,310 159,707

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

【訂正後】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 298,446 89,749

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,291 △1,105

為替換算調整勘定 22,444 84,228

退職給付に係る調整額 △16,871 △22,654

その他の包括利益合計 6,864 60,469

四半期包括利益 305,310 150,218

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 305,310 150,218

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

以 上

　


