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平成 28 年６月 14 日 

各      位 

会 社 名 宮地エンジニアリンググループ株式会社 

代表者名 代表取締役社長  青田  重利 

（コード番号 ３４３１ 東証第一部） 

問合せ先 経  理  部  長  安部    尚男 

（ＴＥＬ ０３－５６４９－０１１１） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 28 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 28 年５月 13 日に公表しました「平成 28 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」について一部

訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示し

ております。 

記 

 

訂正箇所：添付資料 12～13 ページ 

 ５．連結財務諸表 

 （３）連結株主資本等変動計算書 
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【訂正前】 

     前連結会計年度（自平成 26 年４月１日 至平成 27 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 3,000,000 3,746,225 2,904,440 △225,095 9,425,571

 会計方針の変更による累積 

 的影響額 
△4,715  △4,715

会計方針の変更を反映した当

期首残高 
3,000,000 3,746,225 2,899,724 △225,095 9,420,855

当期変動額  

 剰余金の配当 △136,163  △136,163

 親会社株主に帰属する当期 

 純利益 
1,002,597  1,002,597

 自己株式の取得 △1,178 △1,178

 自己株式の処分 △10 32 21

 連結範囲の変動  

 土地再評価差額金の取崩 42,027  42,027

 株主資本以外の項目の当期 

 変動額（純額） 
 

当期変動額合計 － △10 908,461 △1,145 907,305

当期末残高 3,000,000 3,476,215 3,808,186 △226,241 10,328,160

（省略） 

 

     当連結会計年度（自平成 27 年４月１日 至平成 28 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 3,000,000 3,476,215 3,808,186 △226,241 10,328,160

 会計方針の変更による累積 

 的影響額 
 －

会計方針の変更を反映した当

期首残高 
3,000,000 3,476,215 3,808,186 △226,241 10,328,160

当期変動額  

 剰余金の配当 △136,152  △136,152

 親会社株主に帰属する当期 

 純利益 
2,355,989  2,355,989

 自己株式の取得 △857 △857

 自己株式の処分  

 連結範囲の変動 △96,898  △96,898

 土地再評価差額金の取崩  

 株主資本以外の項目の当期 

 変動額（純額） 
 

当期変動額合計 － － 2,122,938 △857 2,122,080

当期末残高 3,000,000 3,746,215 5,931,124 △227,098 12,450,241

（省略） 
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【訂正後】 

     前連結会計年度（自平成 26 年４月１日 至平成 27 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 3,000,000 3,746,225 2,904,440 △225,095 9,425,571

 会計方針の変更による累積 

 的影響額 
△4,715  △4,715

会計方針の変更を反映した当

期首残高 
3,000,000 3,746,225 2,899,724 △225,095 9,420,855

当期変動額  

 剰余金の配当 △136,163  △136,163

 親会社株主に帰属する当期 

 純利益 
1,002,597  1,002,597

 自己株式の取得 △1,178 △1,178

 自己株式の処分 △10 32 21

 連結範囲の変動  

 土地再評価差額金の取崩 42,027  42,027

 株主資本以外の項目の当期 

 変動額（純額） 
 

当期変動額合計 － △10 908,461 △1,145 907,305

当期末残高 3,000,000 3,746,215 3,808,186 △226,241 10,328,160

（省略） 

 

     当連結会計年度（自平成 27 年４月１日 至平成 28 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 3,000,000 3,746,215 3,808,186 △226,241 10,328,160

 会計方針の変更による累積 

 的影響額 
 －

会計方針の変更を反映した当

期首残高 
3,000,000 3,746,215 3,808,186 △226,241 10,328,160

当期変動額  

 剰余金の配当 △136,152  △136,152

 親会社株主に帰属する当期 

 純利益 
2,355,989  2,355,989

 自己株式の取得 △857 △857

 自己株式の処分  

 連結範囲の変動 △96,898  △96,898

 土地再評価差額金の取崩  

 株主資本以外の項目の当期 

 変動額（純額） 
 

当期変動額合計 － － 2,122,938 △857 2,122,080

当期末残高 3,000,000 3,746,215 5,931,124 △227,098 12,450,241

（省略） 

 以 上 


