
平成２６年１１月１７日 

各  位 

会 社 名 コ ー ア ツ 工 業 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長  白 石 純 孝 

（コード番号 １７４３ 東証二部・福証） 

問合せ先 取締役管理本部長  西   成 人 

電話番号 （０９９）２２９－８１８１ 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 26 年 9 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 当社が、平成２６年１１月７日に開示いたしました、「平成 26 年 9 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」について一部訂

正すべき事項がありましたので、下記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。 

記 

１．訂正の理由

  決算発表後、記載内容に一部誤りのあることが判明したため訂正するものであります。

２．訂正の内容

〔サマリー情報〕

（訂正前）

(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

26年 9月期
百万円

10,220
百万円

6,009
%

58.8
円 銭

792.01
25年 9月期 9,764 6,001 61.5 790.77

（訂正後）

(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

26年 9月期
百万円

10,220
百万円

5,997
%

58.7
円 銭

790.41
25年 9月期 9,764 6,001 61.5 790.77
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（２）財政状態に関する分析

   キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

 （省略）
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標群のトレンドは以下のとおりであります。

第52期 第53期 第54期 第55期 第56期

自己資本比率（％） 52.3 58.6 60.5 61.5 58.8

時価ベースの自己資本（％） 10.1 11.8 11.1 16.2 17.7

債務償還年数（年） － 3.6 6.1 － 1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 12.7 7.7 － 42.5

（訂正後）

 （省略）
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標群のトレンドは以下のとおりであります。

第52期 第53期 第54期 第55期 第56期

自己資本比率（％） 52.3 58.6 60.5 61.5 58.7

時価ベースの自己資本（％） 10.1 11.8 11.1 16.2 17.7

債務償還年数（年） － 3.6 6.1 － 1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 12.7 7.7 － 42.5
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４．連結財務諸表

 （１）連結貸借対照表

（訂正前）
(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年９月30日)

当連結会計年度

(平成26年９月30日)

（省略） 

固定負債

長期借入金 885,517 1,275,143

リース債務 － 141,600

繰延税金負債 61,950 45,110

退職給付に係る負債 － 34,569

その他 24,198 28,462

固定負債合計 971,665 1,524,884

負債合計 3,763,336 4,210,538

純資産の部

株主資本

資本金 1,319,000 1,319,000

資本剰余金 1,278,500 1,278,500

利益剰余金 3,329,975 3,357,967

自己株式 △3,320 △3,589

株主資本合計 5,924,154 5,951,878

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 77,418 99,080

退職給付に係る調整累計額 － △40,972

その他の包括利益累計額合計 77,418 58,108

純資産合計 6,001,573 6,009,986

負債純資産合計 9,764,909 10,220,524

（訂正後）
(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年９月30日)

当連結会計年度

(平成26年９月30日)

（省略） 

固定負債

長期借入金 885,517 1,275,143

リース債務 － 141,600

繰延税金負債 61,950 57,258

退職給付に係る負債 － 34,569

その他 24,198 28,462

固定負債合計 971,665 1,537,033

負債合計 3,763,336 4,222,686

純資産の部

株主資本

資本金 1,319,000 1,319,000

資本剰余金 1,278,500 1,278,500

利益剰余金 3,329,975 3,357,967

自己株式 △3,320 △3,589

株主資本合計 5,924,154 5,951,878

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 77,418 99,080

退職給付に係る調整累計額 － △53,121

その他の包括利益累計額合計 77,418 45,959

純資産合計 6,001,573 5,997,837

負債純資産合計 9,764,909 10,220,524
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４．連結財務諸表

 （３）連結株主資本等変動計算書

（訂正前）

当連結会計年度（自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30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 1,319,000 1,278,500 3,329,975 △3,320 5,924,154

当期変動額

剰余金の配当 △37,947 △37,947

当期純利益 65,939 65,939

自己株式の取得 △268 △268

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）

当期変動額合計 － － 27,992 △268 27,723

当期末残高 1,319,000 1,278,500 3,357,967 △3,589 5,951,878

その他の包括利益累計額

その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

純資産合計

当期首残高 77,418 － 77,418 6,001,573

当期変動額

剰余金の配当 △37,947

当期純利益 65,939

自己株式の取得 △268

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
21,662 △40,972 △19,310 △19,310

当期変動額合計 21,662 △40,972 △19,310 8,413

当期末残高 99,080 △40,972 58,108 6,009,986

- 4 -



（訂正後）

当連結会計年度（自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30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 1,319,000 1,278,500 3,329,975 △3,320 5,924,154

当期変動額

剰余金の配当 △37,947 △37,947

当期純利益 65,939 65,939

自己株式の取得 △268 △268

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）

当期変動額合計 － － 27,992 △268 27,723

当期末残高 1,319,000 1,278,500 3,357,967 △3,589 5,951,878

その他の包括利益累計額

その他有価証券

評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

純資産合計

当期首残高 77,418 － 77,418 6,001,573

当期変動額

剰余金の配当 △37,947

当期純利益 65,939

自己株式の取得 △268

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
21,662 △53,121 △31,458 △31,458

当期変動額合計 21,662 △53,121 △31,458 △3,735

当期末残高 99,080 △53,121 45,959 5,997,837
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（会計方針の変更）

（訂正前）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退

職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当連結

会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第

67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退

職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に

係る負債に計上しております。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取

扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括

利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が 34,569 千円計上され

るとともに、その他の包括利益累計額が 40,972 千円減少しております。

（訂正後）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退

職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当連結

会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第

67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退

職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に

係る負債に計上しております。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取

扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括

利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が 34,569 千円計上され

るとともに、その他の包括利益累計額が 53,121 千円減少しております。
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（１株当たり情報）

（訂正前）

前連結会計年度

（自 平成24年10月１日

至 平成25年９月30日）

当連結会計年度

（自 平成25年10月１日

至 平成26年９月30日）

１株当たり純資産額 790円77銭

１株当たり当期純利益 6円86銭

１株当たり純資産額 792円01銭

１株当たり当期純利益 8円68銭

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前連結会計年度

(自 平成24年10月１日

至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

至 平成26年９月30日)

当期純利益（千円） 52,100 65,939

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 52,100 65,939

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,589 7,589

（訂正後）

前連結会計年度

（自 平成24年10月１日

至 平成25年９月30日）

当連結会計年度

（自 平成25年10月１日

至 平成26年９月30日）

１株当たり純資産額 790円77銭

１株当たり当期純利益 6円86銭

１株当たり純資産額 790円41銭

１株当たり当期純利益 8円68銭

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前連結会計年度

(自 平成24年10月１日

至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

至 平成26年９月30日)

当期純利益（千円） 52,100 65,939

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 52,100 65,939

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,589 7,589

 以上
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