
 

 

 

 

平成27年７月22日 

各 位 

会 社 名 東洋電機製造株式会社 

代表者名 代表取締役社長 寺島 憲造 

 （コード：6505、東証第一部） 

問合せ先 執行役員 経営企画部長 大坪 嘉文 

 （TEL．03－5202－8122） 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成27年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

 

 

 

 平成27年７月10日に発表いたしました「平成27年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂

正を要する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所には、下線を付しております。 

 また、数値データ（ＸＢＲＬ）にも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 

 

 

記 

 

 

１．訂正理由 

 

 連結損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」及び「当期純利益」を訂正する必要が生じたため、

関連する項目の訂正を行うものです。 
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２．訂正の内容 

 

＜サマリー情報＞ 
１．平成27年５月期の連結業績（平成26年６月１日～平成27年５月31日） 
 

（１）連結経営成績 （百万円未満切捨て)

(％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 ％

27年５月期 39,617 13.3 1,596 48.3 2,056 98.5 1,115 73.1

26年５月期 34,957 14.3 1,076 114.7 1,035 △10.0 644 △10.8
 
(注) 包括利益 27年５月期 5,478百万円( 285.3％) 26年５月期 1,421百万円( △62.2％)
  

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり 

当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

27年５月期 23.15 － 5.0 4.2 4.0

26年５月期 13.37 － 3.4 2.4 3.1
 
(参考) 持分法投資損益 27年５月期 50百万円  26年５月期 △14百万円 
    

 

【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 ％

27年５月期 39,617 13.3 1,596 48.3 2,056 98.5 1,105 71.6

26年５月期 34,957 14.3 1,076 114.7 1,035 △10.0 644 △10.8
 
(注) 包括利益 27年５月期 5,468百万円( 284.6％) 26年５月期 1,421百万円( △62.2％)
  

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり 

当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

27年５月期 22.94 － 5.0 4.2 4.0

26年５月期 13.37 － 3.4 2.4 3.1
 
(参考) 持分法投資損益 27年５月期 50百万円  26年５月期 △14百万円 
    

 
 
（２）連結財政状態 
 
【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

27年５月期 53,041 24,905 47.0 516.82

26年５月期 44,752 19,350 43.2 401.45
 
(参考) 自己資本 27年５月期 24,905百万円  26年５月期 19,350百万円 

 
【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

27年５月期 53,041 24,895 46.9 516.61

26年５月期 44,752 19,350 43.2 401.45
 
(参考) 自己資本 27年５月期 24,895百万円  26年５月期 19,350百万円 
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２．配当の状況 

 

【訂正前】 

 

年間配当金 
配当金総額 

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産 

配当率 

(連結) 
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

26年５月期 － 0.00 － 6.00 6.00 289 44.9 1.5

27年５月期 － 0.00 － 6.00 6.00 289 25.9 1.3

28年５月期(予想) － 0.00 － 6.00 6.00  20.7  

 

【訂正後】 

 

年間配当金 
配当金総額 

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産 

配当率 

(連結) 
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

26年５月期 － 0.00 － 6.00 6.00 289 44.9 1.5

27年５月期 － 0.00 － 6.00 6.00 289 26.2 1.3

28年５月期(予想) － 0.00 － 6.00 6.00  20.7  

 

 

３．平成28年５月期の連結業績予想（平成27年６月１日～平成28年５月31日） 

 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

【訂正前】 
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 18,000 △5.6 300 △48.7 350 △59.9 200 △61.2 4.15

通 期 44,000 11.1 2,100 31.6 2,200 7.0 1,400 25.5 29.05

  

【訂正後】 
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 18,000 △5.6 300 △48.7 350 △59.9 200 △61.2 4.15

通 期 44,000 11.1 2,100 31.6 2,200 7.0 1,400 26.6 29.05
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＜添付資料２ページ＞ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

【訂正前】 

受注高は、産業事業で増加しましたが、交通事業と情報機器事業で減少したことから、前期比8.2％減の390億70百万円

となりました。 

 売上高は、情報機器事業で減少したものの、交通事業が海外向けで大幅に増加し、産業事業も増加したことから、前期

比13.3％増の396億17百万円となりました。 

 損益面では、交通事業と産業事業での増収効果を中心に営業利益は前期比48.3％増の15億96百万円となり、また円安

進展による為替差益計上に伴い経常利益は同98.5％増の20億56百万円、当期純利益も同73.1％増の11億15百万円とな

りました。 

 

【訂正後】 

 受注高は、産業事業で増加しましたが、交通事業と情報機器事業で減少したことから、前期比8.2％減の390億70百万

円となりました。 

 売上高は、情報機器事業で減少したものの、交通事業が海外向けで大幅に増加し、産業事業も増加したことから、前期

比13.3％増の396億17百万円となりました。 

 損益面では、交通事業と産業事業での増収効果を中心に営業利益は前期比48.3％増の15億96百万円となり、また円安

進展による為替差益計上に伴い経常利益は同98.5％増の20億56百万円、当期純利益も同71.6％増の11億５百万円とな

りました。 

 

＜添付資料３ページ＞ 

（２）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

【訂正前】 

（負債の部） 

 当連結会計年度末における負債合計については、未払費用の減少27億99百万円等がありましたが、電子記録債務の増

加30億22百万円、繰延税金負債の増加19億65百万円、長期借入金の増加７億６百万円等があり、前連結会計年度より

27億33百万円増加し、281億35百万円となりました。 

 （純資産の部） 

 当連結会計年度末における純資産額合計については、退職給付に係る調整累計額の減少84百万円等がありましたが、そ

の他有価証券評価差額金の増加43億27百万円、為替換算調整勘定の増加93百万円等があり、前連結会計年度より55億

55百万円増加し、249億５百万円となりました。 

 

【訂正後】 

 （負債の部） 

 当連結会計年度末における負債合計については、未払費用の減少27億99百万円等がありましたが、電子記録債務の増

加30億22百万円、繰延税金負債の増加19億65百万円、長期借入金の増加７億６百万円等があり、前連結会計年度より

27億43百万円増加し、281億45百万円となりました。 

 （純資産の部） 

 当連結会計年度末における純資産額合計については、退職給付に係る調整累計額の減少84百万円等がありましたが、そ

の他有価証券評価差額金の増加43億27百万円、為替換算調整勘定の増加93百万円等があり、前連結会計年度より55億

45百万円増加し、248億95百万円となりました。 
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＜添付資料４ページ＞ 

②キャッシュ・フローの状況 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

【訂正前】 

 
平成23年 
５月期 

平成24年 
５月期 

平成25年 
５月期 

平成26年 
５月期 

平成27年 
５月期 

自己資本比率（％） 38.7 39.5 43.7 43.2 47.0

時価ベースの自己資本比率（％） 49.8 31.4 34.0 40.3 42.3

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（倍） 

2.6 - 9.2 2.5 6.2

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

18.1 - 5.1 21.5 10.8

 

【訂正後】 

 
平成23年 
５月期 

平成24年 
５月期 

平成25年 
５月期 

平成26年 
５月期 

平成27年 
５月期 

自己資本比率（％） 38.7 39.5 43.7 43.2 46.9

時価ベースの自己資本比率（％） 49.8 31.4 34.0 40.3 42.3

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（倍） 

2.6 - 9.2 2.5 6.2

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

18.1 - 5.1 21.5 10.8
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＜添付資料９ページ＞ 

５.連結財務諸表 

(１)連結貸借対照表 

【訂正前】 
          (単位：百万円)
         

前連結会計年度 
(平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年５月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 5,285 5,116

  電子記録債務 － 3,022

  短期借入金 1,987 1,783

  未払法人税等 374 642

  未払消費税等 180 249

  未払費用 3,792 992

  前受金 292 288

  預り金 228 230

  役員賞与引当金 28 41

  賞与引当金 915 927

  受注損失引当金 129 301

  環境対策引当金 － 65

  その他 281 307

  流動負債合計 13,496 13,969

 固定負債 

  長期借入金 6,934 7,640

  長期未払金 145 141

  繰延税金負債 653 2,618

  環境対策引当金 43 －

  退職給付に係る負債 4,044 3,725

  その他 84 40

  固定負債合計 11,906 14,166

 負債合計 25,402 28,135

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 4,998 4,998

  資本剰余金 3,177 3,177

  利益剰余金 7,510 8,708

  自己株式 △167 △171

  株主資本合計 15,519 16,712

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 3,989 8,317

  繰延ヘッジ損益 △26 －

  為替換算調整勘定 165 259

  退職給付に係る調整累計額 △298 △383

  その他の包括利益累計額合計 3,830 8,193

 純資産合計 19,350 24,905

負債純資産合計 44,752 53,041
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【訂正後】 
          (単位：百万円)
         

前連結会計年度 
(平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年５月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 5,285 5,116

  電子記録債務 － 3,022

  短期借入金 1,987 1,783

  未払法人税等 374 652

  未払消費税等 180 249

  未払費用 3,792 992

  前受金 292 288

  預り金 228 230

  役員賞与引当金 28 41

  賞与引当金 915 927

  受注損失引当金 129 301

  環境対策引当金 － 65

  その他 281 307

  流動負債合計 13,496 13,979

 固定負債 

  長期借入金 6,934 7,640

  長期未払金 145 141

  繰延税金負債 653 2,618

  環境対策引当金 43 －

  退職給付に係る負債 4,044 3,725

  その他 84 40

  固定負債合計 11,906 14,166

 負債合計 25,402 28,145

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 4,998 4,998

  資本剰余金 3,177 3,177

  利益剰余金 7,510 8,698

  自己株式 △167 △171

  株主資本合計 15,519 16,702

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 3,989 8,317

  繰延ヘッジ損益 △26 －

  為替換算調整勘定 165 259

  退職給付に係る調整累計額 △298 △383

  その他の包括利益累計額合計 3,830 8,193

 純資産合計 19,350 24,895

負債純資産合計 44,752 53,041
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＜添付資料10ページ＞ 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結損益計算書 

【訂正前】 
          (単位：百万円)
         前連結会計年度 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年６月１日 
 至 平成27年５月31日) 

売上高 34,957 39,617

売上原価 26,859 30,334

売上総利益 8,097 9,282

販売費及び一般管理費 7,021 7,686

営業利益 1,076 1,596

営業外収益 

 受取利息 0 0

 受取配当金 168 203

 持分法による投資利益 － 50

 為替差益 － 363

 生命保険配当金 5 7

 雑収入 22 26

 営業外収益合計 196 652

営業外費用 

 支払利息 181 138

 持分法による投資損失 14 －

 為替差損 14 －

 固定資産廃棄損 13 4

 納期遅延による延滞金 1 25

 雑損失 10 24

 営業外費用合計 236 192

経常利益 1,035 2,056

特別利益 

 固定資産売却益 － 12

 特別利益合計 － 12

特別損失 

 関係会社清算損 5 －

 減損損失 － 30

 環境対策引当金繰入額 － 24

 特別損失合計 5 54

税金等調整前当期純利益 1,030 2,014

法人税、住民税及び事業税 624 944

法人税等調整額 △237 △45

法人税等合計 386 898

少数株主損益調整前当期純利益 644 1,115

当期純利益 644 1,115
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【訂正後】 
          (単位：百万円)
         前連結会計年度 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年６月１日 
 至 平成27年５月31日) 

売上高 34,957 39,617

売上原価 26,859 30,334

売上総利益 8,097 9,282

販売費及び一般管理費 7,021 7,686

営業利益 1,076 1,596

営業外収益 

 受取利息 0 0

 受取配当金 168 203

 持分法による投資利益 － 50

 為替差益 － 363

 生命保険配当金 5 7

 雑収入 22 26

 営業外収益合計 196 652

営業外費用 

 支払利息 181 138

 持分法による投資損失 14 －

 為替差損 14 －

 固定資産廃棄損 13 4

 納期遅延による延滞金 1 25

 雑損失 10 24

 営業外費用合計 236 192

経常利益 1,035 2,056

特別利益 

 固定資産売却益 － 12

 特別利益合計 － 12

特別損失 

 関係会社清算損 5 －

 減損損失 － 30

 環境対策引当金繰入額 － 24

 特別損失合計 5 54

税金等調整前当期純利益 1,030 2,014

法人税、住民税及び事業税 624 954

法人税等調整額 △237 △45

法人税等合計 386 908

少数株主損益調整前当期純利益 644 1,105

当期純利益 644 1,105
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＜添付資料11ページ＞ 

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25年６月１日 
 至 平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年６月１日 
 至 平成27年５月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 644 1,115

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 622 4,327

 繰延ヘッジ損益 △26 26

 為替換算調整勘定 14 △11

 退職給付に係る調整額 － △84

 持分法適用会社に対する持分相当額 166 104

 その他の包括利益合計 777 4,362

包括利益 1,421 5,478

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 1,421 5,478

 少数株主に係る包括利益 － －

 

【訂正後】 
          (単位：百万円)
         前連結会計年度 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年６月１日 
 至 平成27年５月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 644 1,105

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 622 4,327

 繰延ヘッジ損益 △26 26

 為替換算調整勘定 14 △11

 退職給付に係る調整額 － △84

 持分法適用会社に対する持分相当額 166 104

 その他の包括利益合計 777 4,362

包括利益 1,421 5,468

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 1,421 5,468

 少数株主に係る包括利益 － －
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＜添付資料12ページ＞ 

(３)連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成26年６月１日 至 平成27年５月31日) 

【訂正前】 

  (単位：百万円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額 

純資産

合計 資本金
資本 

剰余金 

利益 

剰余金
自己株式

株主資本

合計 

その他

有価証券

評価 

差額金

繰延 

ヘッジ

損益 

為替換算 

調整勘定 

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 

当期首残高 4,998 3,177 7,510 △167 15,519 3,989 △26 165 △298 3,830 19,350

会計方針の変更による累

積的影響額 
－ － 370 － 370 － － － － － 370

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
4,998 3,177 7,881 △167 15,890 3,989 △26 165 △298 3,830 19,720

当期変動額     

剰余金の配当 － － △289 － △289 － － － － － △289

当期純利益 － － 1,115 － 1,115 － － － － － 1,115

自己株式の取得 － － － △4 △4 － － － － － △4

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
－ － － － － 4,327 26 93 △84 4,362 4,362

当期変動額合計 － － 826 △4 822 4,327 26 93 △84 4,362 5,184

当期末残高 4,998 3,177 8,708 △171 16,712 8,317 － 259 △383 8,193 24,905

 

【訂正後】 

 (単位：百万円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額 

純資産

合計 資本金
資本 

剰余金 

利益 

剰余金
自己株式

株主資本

合計 

その他

有価証券

評価 

差額金

繰延 

ヘッジ

損益 

為替換算 

調整勘定 

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 

当期首残高 4,998 3,177 7,510 △167 15,519 3,989 △26 165 △298 3,830 19,350

会計方針の変更による累

積的影響額 
－ － 370 － 370 － － － － － 370

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
4,998 3,177 7,881 △167 15,890 3,989 △26 165 △298 3,830 19,720

当期変動額     

剰余金の配当 － － △289 － △289 － － － － － △289

当期純利益 － － 1,105 － 1,105 － － － － － 1,105

自己株式の取得 － － － △4 △4 － － － － － △4

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
－ － － － － 4,327 26 93 △84 4,362 4,362

当期変動額合計 － － 816 △4 812 4,327 26 93 △84 4,362 5,174

当期末残高 4,998 3,177 8,698 △171 16,702 8,317 － 259 △383 8,193 24,895
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＜添付資料19ページ＞ 

(１株当たり情報) 

【訂正前】 
 

 
前連結会計年度 

(自  平成25年６月１日 
  至  平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成26年６月１日 
  至  平成27年５月31日) 

１株当たり純資産額 401.45円 516.82円 

１株当たり当期純利益金額 13.37円 23.15円 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 

(注) ２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成25年６月１日 
  至  平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成26年６月１日 
  至  平成27年５月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 644 1,115 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 644 1,115 

普通株式の期中平均株式数(千株) 48,205 48,194 

 

【訂正後】 
 

 
前連結会計年度 

(自  平成25年６月１日 
  至  平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成26年６月１日 
  至  平成27年５月31日) 

１株当たり純資産額 401.45円 516.61円 

１株当たり当期純利益金額 13.37円 22.94円 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 

(注) ２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成25年６月１日 
  至  平成26年５月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成26年６月１日 
  至  平成27年５月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 644 1,105 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 644 1,105 

普通株式の期中平均株式数(千株) 48,205 48,194 

 

以上 
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