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（訂正・数値データ訂正） 

 

「平成 25 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 25 年５月 13 日に発表いたしました「平成 25 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において、下記

のとおり一部訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

１．訂正箇所 

  

（１）サマリー情報 

 

1. 平成 25 年３月期の連結業績（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 

 

【訂正前】 

１．平成 25 年３月期の連結業績(平成 24 年４月１日～平成 25 年３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 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 16,454 △4.0 △439 ― 663 △60.3 691 △28.6

24年３月期 17,140 △24.1 1,476 △63.7 1,672 △58.9 968 △74.2

(注）包括利益  25 年 3 月期 1,062 百万円（△24.4％） 24 年 3 月期 1,405 百万円（△61.8％） 

 

 

【訂正後】 

１．平成 25 年３月期の連結業績(平成 24 年４月１日～平成 25 年３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 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 16,454 △4.0 △439 ― 663 △60.3 691 △28.6

24年３月期 17,140 △24.1 1,476 △63.7 1,672 △58.9 968 △74.2

(注）包括利益  25 年 3 月期 1,080 百万円（△23.1％） 24 年 3 月期 1,405 百万円（△61.8％） 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

 

      （連結包括利益計算書） 
 
【訂正前】 

 
（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日

 至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 968,301 683,487

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △19,974 △105,039
  為替換算調整勘定 8,096 462,994
  持分法適用会社に対する持分相当額 449,205 21,392
  その他の包括利益合計 ※1 437,328 ※1 379,347

包括利益 1,405,629 1,062,834

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 1,405,629 1,053,352
  少数株主に係る包括利益 － 9,481
        

  

 

【訂正後】 

 
（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日

 至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 968,301 683,487

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △19,974 △105,039
  為替換算調整勘定 8,096 480,430
  持分法適用会社に対する持分相当額 449,205 21,392
  その他の包括利益合計 ※1 437,328 ※1 396,783

包括利益 1,405,629 1,080,270

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 1,405,629 1,070,788
  少数株主に係る包括利益 － 9,481
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 
 

（連結包括利益計算書関係） 

 

【訂正前】 

 
※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日）

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額     △70,795千円    △158,548千円

税効果額 50,820 53,508 

その他有価証券評価差額金 △19,974 △105,039 

為替換算調整勘定：     

当期発生額 8,096 462,994 

持分法適用会社に対する持分相当額：     

当期発生額 38,714 21,392 

組替調整額 410,491 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 449,205 21,392 

その他の包括利益合計 437,328 379,347 

  

 

【訂正後】 

 
※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  
前連結会計年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日）

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 △70,795千円 △158,548千円

税効果額 50,820  53,508 

その他有価証券評価差額金 △19,974 △105,039 

為替換算調整勘定：     

当期発生額 8,096 480,430 

持分法適用会社に対する持分相当額：     

当期発生額 38,714 21,392 

組替調整額 410,491     － 

持分法適用会社に対する持分相当額 449,205 21,392 

その他の包括利益合計 437,328 396,783 

  

 

２．訂正の理由 

 当連結会計年度の連結包括利益の算出において、為替換算調整勘定に一部誤りがあることが判明いたしま

したので、訂正を行うものであります。 

  

以 上 

 

 


