
 
平成 26 年 7 月 2日 

各位 
会 社 名 旭 有 機 材 工 業 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長 藤原 孝二 

（ｺｰﾄﾞ番号 東証１部 4216） 
問合せ先 執行役員 総務・人事部長 

上荷田 洋一 
（TEL.03-3578-6001） 

 
（訂正）「平成 26 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 26 年５月 15 日に発表いたしました「平成 26 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載に一部訂

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。 
なお、訂正箇所は＿＿＿ 線で示しております。 

 
記 

 
１． 訂正理由 

連結財務諸表「連結包括利益計算書」及び「セグメント情報等」に関連して、記載の一部訂正を行うもの

であります。 
 

２． 訂正箇所 
サマリー情報 １ページ 

 
１．平成26年３月期の連結業績（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 
（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 
（訂正前）  

 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 ％ 

26年３月期 38,057 18.3 1,172 111.0 1,649 49.4 1,004 － 
25年３月期 32,167 △5.6 555 △52.1 1,103 △3.4 △2,598 －  

（注）包括利益 26年３月期 2,607 百万円 （－％）  25年３月期 △1,860 百万円 （－％） 
 
 
（訂正後）  

 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 ％ 

26年３月期 38,057 18.3 1,172 111.0 1,649 49.4 1,004 － 
25年３月期 32,167 △5.6 555 △52.1 1,103 △3.4 △2,598 －  

（注）包括利益 26年３月期 2,131 百万円 （－％）  25年３月期 △1,860 百万円 （－％） 
 

－ 1 － 
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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：百万円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△） 
△2,600 1,008 

その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 362 286 
為替換算調整勘定 373 842 
退職給付に係る調整額 － 470 
持分法適用会社に対する持分相当額 5 1 
その他の包括利益合計 740 1,598 

包括利益 △1,860 2,607 
（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △1,858 2,608 
少数株主に係る包括利益 △2 △1 

 
  （訂正後） 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△） 
△2,600 1,008 

その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 362 286 
為替換算調整勘定 373 836 
持分法適用会社に対する持分相当額 5 1 
その他の包括利益合計 740 1,123 

包括利益 △1,860 2,131 
（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △1,858 2,133 
少数株主に係る包括利益 △2 △1 

 

－ 2 － 
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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） 
その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 

  （訂正前） 

 
前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日） 

その他有価証券評価差額金：   
当期発生額 587百万円 407百万円 
組替調整額 9 2 
税効果調整前 596 409 
税効果額 △234 △123 
その他有価証券評価差額金 362 286 

為替換算調整勘定：   
当期発生額 373 842 
税効果調整前 373 842 
為替換算調整勘定 373 842 

退職給付に係る調整累計額：   
当期発生額 - 727 
税効果調整前 - △257 
退職給付に係る調整累計額 - 470 

持分法適用会社に対する持分相当額：   
当期発生額 8 1 
税効果調整前 8 1 
税効果額 △3 △1 
持分法適用会社に対する持分相当額 5 1 
その他の包括利益合計 740 1,598 

 
  （訂正後） 

 
前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日） 

その他有価証券評価差額金：   
当期発生額 587百万円 407百万円 
組替調整額 9 2 
税効果調整前 596 409 
税効果額 △234 △123 
その他有価証券評価差額金 362 286 

為替換算調整勘定：   
当期発生額 373 836 

持分法適用会社に対する持分相当額：   
当期発生額 8 1 
税効果調整前 8 1 
税効果額 △3 △1 
持分法適用会社に対する持分相当額 5 1 
その他の包括利益合計 740 1,123 

－ 3 － 
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 （５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 
ａ．セグメント情報 

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 
              当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

  （訂正前） 
    （単位：百万円） 

 報告セグメント 
調整額 

（注）１ 
連結財務諸表

計上額  管材システム

事業 樹脂事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 25,077 12,980 38,057 － 38,057 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －  

計 25,077 12,980 38,057 － 38,057 

セグメント利益又は損失（△） 
（営業利益又は損失（△）） 

1,527 △290 1,237 △65 1,172 

セグメント資産 26,688 13,747 40,435 13,375 53,811 

その他の項目      

減価償却費（注）２ 679 649 1,328 158 1,487 

のれんの償却額 21 － 21 － 21 

持分法適用会社への投資額 363 － 363 － 363 

有形固定資産及び無形固定資産の増加

額 
1,128 610 1,738 159 1,897 

 
  （訂正後） 

    （単位：百万円） 

 報告セグメント 
調整額 

（注）１ 
連結財務諸表

計上額  管材システム

事業 樹脂事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 25,077 12,980 38,057 － 38,057 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － －  

計 25,077 12,980 38,057 － 38,057 

セグメント利益又は損失（△） 
（営業利益又は損失（△）） 

1,527 △290 1,237 △65 1,172 

セグメント資産 26,004 13,747 39,751 14,059 53,811 

その他の項目      

減価償却費（注）２ 679 649 1,328 158 1,487 

のれんの償却額 21 － 21 － 21 

持分法適用会社への投資額 363 － 363 － 363 

有形固定資産及び無形固定資産の増加

額 
1,128 610 1,738 159 1,897 

 

－ 4 － 
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 （５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 
ｂ．関連情報 
前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 
２ 地域ごとの情報 
(1）売上高 

  （訂正前） 

（単位：百万円）  
日本 北米 その他 合計 

25,913 3,253 3,001 32,167 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
 
 
  （訂正後） 

（単位：百万円）  
日本 米国 その他 合計 

25,913 3,196 3,057 32,167 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
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 （５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 
ｂ．関連情報 
当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 
２ 地域ごとの情報 
(1）売上高 

  （訂正前） 

（単位：百万円）  
日本 米国 その他 合計 

30,108 4,066 3,883 38,057 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
 

  （訂正後） 

（単位：百万円）  
日本 米国 その他 合計 

30,108 4,066 3,883 38,057 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
 
（表示方法の変更） 
 前連結会計年度において、「北米」に含めていた「米国」は、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めたため、当連

結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「２ 地

域ごとの情報（１）売上高」の組替えを行っております。 
 この結果、前連結会計年度において、「北米」に表示していた3,253百万円は、「米国」3,196百万円、「その他」57百万

円として組替えております。 
 
 

－ 5 － 
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 （５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 
ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 
当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

  （訂正前） 

   （単位：百万円） 
 管材システム事業 樹脂事業 全社 合計 

減損損失 26 47 － 73 

 
  （訂正後） 

   （単位：百万円） 
 管材システム事業 樹脂事業 全社 合計 

減損損失 26 47 － 74 

 
 
 
 

以上 
 

－ 6 － 


