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平成 27 年６月５日 

各 位 

会 社 名 田 中 商 事 株 式 会 社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  鳥 谷 部  毅

 （コード番号 7619 東証第一部）

問合せ先 常務取締役管理本部長 春日 国敏

 （ T E L  0 3 － 3 7 6 5 － 5 2 1 1 ）

 

（訂正・数値データ訂正） 
「平成 27 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 27 年５月 12 日に発表いたしました「平成 27 年３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．訂正の理由 

「平成 27 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、連結損益計算書に修正すべき箇所があったこと並びに記載

の誤りが判明したため、訂正するものです。 

 

２．訂正箇所 

○サマリー情報１ページ 

１．平成 27 年 3月期の連結業績（平成 26 年 4月 1日～平成 27 年 3月 31 日） 

【訂正前】 

 (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 ％

27 年 3月期 28,531 6.7 1,207 24.6 1,199 25.0 729 38.8

26 年 3 月期 26,743 14.1 969 56.6 958 58.7 525 98.8

（注）包括利益  27 年 3 月期  792 百万円 （47.1％）  26 年 3 月期  538 百万円 （100.4％） 

 

 
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 3月期 82.87 ― 8.1 5.3 4.2

26 年 3 月期 59.71 ― 6.2 4.5 3.6

（参考）持分法投資損益  27 年 3 月期 ―百万円  26 年 3 月期 ―百万円 

 

【訂正後】 

 (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 ％

27 年 3月期 28,531 6.7 1,207 24.6 1,199 25.0 731 39.1

26 年 3 月期 26,743 14.1 969 56.6 958 58.7 525 98.8

（注）包括利益  27 年 3 月期  794 百万円 （47.5％）  26 年 3 月期  538 百万円 （100.4％） 

 

 
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 3月期 83.08 ― 8.2 5.3 4.2

26 年 3 月期 59.71 ― 6.2 4.5 3.6

（参考）持分法投資損益  27 年 3 月期 ―百万円  26 年 3 月期 ―百万円
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○サマリー情報１ページ 

３．平成 28 年 3 月期の連結業績予想（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日） 

【訂正前】 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通期 31,620 10.8 1,635 35.4 1,624 35.5 812 11.3 92.20

 

【訂正後】 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通期 31,620 10.8 1,635 35.4 1,624 35.5 812 11.0 92.20

 

○添付資料２ページ～３ページ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

【修正前】 

(1）経営成績に関する分析 

（当社の取り組み） 

〈省略〉 

 この結果、当連結会計年度の連結売上高は28,531,643千円（前期比106.7％）となり、利益面におきましては営業利

益1,207,948千円（前期比124.6％）、経常利益1,199,005千円（前期比125.0％）、当期純利益729,917千円（前期比138.8％）

となりました。 

 

(2）財政状態に関する分析 

（キャッシュ・フローの状況） 

〈省略〉 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果に使用した資金は、借入金の返済、配当金の支払い等により、464,121千円（前年同期使用した資金

は717,059千円）となりました。 

〈省略〉 

 

【訂正後】 

(1）経営成績に関する分析 

（当社の取り組み） 

〈省略〉 

 この結果、当連結会計年度の連結売上高は28,531,643千円（前期比106.7％）となり、利益面におきましては営業利

益1,207,948千円（前期比124.6％）、経常利益1,199,005千円（前期比125.0％）、当期純利益731,778千円（前期比139.1％）

となりました。 

 

(2）財政状態に関する分析 

（キャッシュ・フローの状況） 

〈省略〉 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、借入金の返済、配当金の支払い等により、464,121千円（前年同期得られた資金は

717,059千円）となりました。 

〈省略〉 
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○添付資料８ページ～16ページ 

５．連結財務諸表 

【訂正前】 

（１）連結貸借対照表 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

資産の部 

〈省略〉 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 6,448,602 6,448,643

減価償却累計額 △3,381,788 △3,532,757

建物及び構築物（純額） 3,066,814 2,915,886

土地 6,969,348 6,969,348

その他 867,541 821,864

減価償却累計額 △688,303 △574,271

その他（純額） 179,238 247,593

有形固定資産合計 10,215,400 10,132,828

〈省略〉 

 

【訂正後】 

（１）連結貸借対照表 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

資産の部 

〈省略〉 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 6,448,602 6,448,602

減価償却累計額 △3,381,788 △3,532,757

建物及び構築物（純額） 3,066,814 2,915,845

土地 6,969,348 6,969,348

その他 867,541 824,184

減価償却累計額 △688,303 △576,549

その他（純額） 179,238 247,634

有形固定資産合計 10,215,400 10,132,828

〈省略〉 
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【訂正前】 

（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） 

 (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

〈省略〉 

税金等調整前当期純利益 936,802 1,207,349

法人税、住民税及び事業税 488,061 484,361

法人税等調整額 △77,230 △6,929

法人税等合計 410,831 477,431

少数株主損益調整前当期純利益 525,971 729,917

当期純利益 525,971 729,917

 

（連結包括利益計算書） 

 （単位：千円）

 

前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 525,971 729,917

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 12,994 2,225

退職給付に係る調整額 － 60,738

その他の包括利益合計 12,994 62,964

包括利益 538,965 792,882

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 538,965 792,882

少数株主に係る包括利益 － －

 

【訂正後】 

（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） 

 (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

〈省略〉 

税金等調整前当期純利益 936,802 1,207,349

法人税、住民税及び事業税 488,061 484,361

法人税等調整額 △77,230 △8,790

法人税等合計 410,831 475,571

少数株主損益調整前当期純利益 525,971 731,778

当期純利益 525,971 731,778

 

（連結包括利益計算書） 

 （単位：千円）

 

前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 525,971 731,778

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 12,994 2,225

退職給付に係る調整額 － 60,738

その他の包括利益合計 12,994 62,964

包括利益 538,965 794,743

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 538,965 794,743

少数株主に係る包括利益 － －
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【訂正前】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

 

〈省略〉 

 

当連結会計年度（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 1,073,200 951,153 6,653,786 △13,677 8,664,462

会計方針の変更による

累積的影響額 
 94,675  94,675

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
1,073,200 951,153 6,748,462 △13,677 8,759,138

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の

積立 
 1,860  1,860

剰余金の配当  △176,165  △176,165

当期純利益  729,917  729,917

自己株式の取得  △69 △69

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
  

当期変動額合計 － － 555,613 △69 555,544

当期末残高 1,073,200 951,153 7,304,075 △13,747 9,314,682

 

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 

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 

当期首残高 30,140 △92,275 △62,134 8,602,327

会計方針の変更による

累積的影響額 
 94,675

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
30,140 △92,275 △62,134 8,697,003

当期変動額  

固定資産圧縮積立金の

積立 
 1,860

剰余金の配当  △176,165

当期純利益  729,917

自己株式の取得  △69

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
2,225 60,738 62,964 62,964

当期変動額合計 2,225 60,738 62,964 618,508

当期末残高 32,366 △31,536 830 9,315,512
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【訂正後】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

 

〈省略〉 

 

当連結会計年度（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 1,073,200 951,153 6,653,786 △13,677 8,664,462

会計方針の変更による

累積的影響額 
 94,675  94,675

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
1,073,200 951,153 6,748,462 △13,677 8,759,138

当期変動額   

剰余金の配当  △176,165  △176,165

当期純利益  731,778  731,778

自己株式の取得  △69 △69

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
  

当期変動額合計 － － 555,613 △69 555,544

当期末残高 1,073,200 951,153 7,304,075 △13,747 9,314,682

 

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 

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 

当期首残高 30,140 △92,275 △62,134 8,602,327

会計方針の変更による

累積的影響額 
 94,675

会計方針の変更を反映し

た当期首残高 
30,140 △92,275 △62,134 8,697,003

当期変動額  

剰余金の配当  △176,165

当期純利益  731,778

自己株式の取得  △69

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
2,225 60,738 62,964 62,964

当期変動額合計 2,225 60,738 62,964 618,508

当期末残高 32,366 △31,536 830 9,315,512
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【訂正前】 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（会計方針の変更） 

（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、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

について当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰

属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債

券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期

間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

 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、当連結会

計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しており

ます。 

 この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が147,103千円減少し、利益剰余金が94,675千円増加

しております。なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

【訂正後】 

（会計方針の変更） 

（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27年３月26日。以下「退職

給付適用指針」という。）を、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

について当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰

属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債

券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期

間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

 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、当連結会

計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しており

ます。 

 この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が147,103千円減少し、利益剰余金が94,675千円増加

しております。なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 

至 平成26年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

１株当たり純資産額 976円62銭 1,057円60銭 

１株当たり当期純利益金額 59円71銭 82円87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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 

至 平成26年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

当期純利益金額（千円） 525,971 729,917 

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金額（千円） 525,971 729,917 

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,808 8,808 
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【訂正後】 

（１株当たり情報） 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 

至 平成26年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

１株当たり純資産額 976円62銭 1,057円60銭 

１株当たり当期純利益金額 59円71銭 83円08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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 

至 平成26年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

当期純利益金額（千円） 525,971 731,778 

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金額（千円） 525,971 731,778 

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,808 8,808 

 

以  上 


