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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成28年６月24日に提出いたしました第82期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）有価証券報告書の記

載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

２　財務諸表等

(1）財務諸表

①　貸借対照表

③　株主資本等変動計算書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しています。

 

第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　　（訂正前）

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部　（省略）   

負債の部　（省略）   

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金   

資本準備金 3,907 3,907

その他資本剰余金 7,731 －

資本剰余金合計 11,639 3,907

利益剰余金   

その他利益剰余金 17,333 4,260

買換資産圧縮積立金 1,841 98

別途積立金 13,559 3,834

繰越利益剰余金 1,933 326

利益剰余金合計 17,333 4,260

自己株式 △6,107 △6,026

株主資本合計 38,495 17,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,723 1,346

評価・換算差額等合計 1,723 1,346

純資産合計 40,219 19,117

負債純資産合計 75,229 35,178
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　　（訂正後）

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部　（省略）   

負債の部　（省略）   

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金   

資本準備金 3,907 3,907

その他資本剰余金 7,731 －

資本剰余金合計 11,639 3,907

利益剰余金   

その他利益剰余金 17,333 4,260

買換資産圧縮積立金 1,841 98

別途積立金 13,559 13,559

繰越利益剰余金 1,933 △9,397

利益剰余金合計 17,333 4,260

自己株式 △6,107 △6,026

株主資本合計 38,495 17,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,723 1,346

評価・換算差額等合計 1,723 1,346

純資産合計 40,219 19,117

負債純資産合計 75,229 35,178
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③【株主資本等変動計算書】

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

　　（訂正前）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 
買換資産圧
縮積立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 15,630 3,907 7,731 11,639 1,841 13,559 1,933 17,333

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

15,630 3,907 7,731 11,639 1,841 13,559 1,933 17,333

当期変動額         

剰余金の配当       △962 △962

買換資産圧縮積立金の
取崩     △2  2 －

税率変更に伴う買換資
産圧縮積立金の増加額     2  △2 －

当期純利益又は当期純
損失（△）

      △643 △643

自己株式の処分   △13 △13     

自己株式の取得         

会社分割による減少   △7,718 △7,718 △1,742 △9,724  △11,467

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － － △7,731 △7,731 △1,742 △9,724 △1,606 △13,073

当期末残高 15,630 3,907 － 3,907 98 3,834 326 4,260

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

当期首残高 △6,107 38,495 1,723 1,723 40,219

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

△6,107 38,495 1,723 1,723 40,219

当期変動額      

剰余金の配当  △962   △962

買換資産圧縮積立金の
取崩  －   －

税率変更に伴う買換資
産圧縮積立金の増加額  －   －

当期純利益又は当期純
損失（△）

 △643   △643

自己株式の処分 91 77   77

自己株式の取得 △10 △10   △10

会社分割による減少  △19,185   △19,185

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

  △376 △376 △376

当期変動額合計 80 △20,724 △376 △376 △21,101

当期末残高 △6,026 17,771 1,346 1,346 19,117
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　　（訂正後）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 
買換資産圧
縮積立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 15,630 3,907 7,731 11,639 1,841 13,559 1,933 17,333

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

15,630 3,907 7,731 11,639 1,841 13,559 1,933 17,333

当期変動額         

剰余金の配当       △962 △962

買換資産圧縮積立金の
取崩     △2  2 －

税率変更に伴う買換資
産圧縮積立金の増加額     2  △2 －

当期純利益又は当期純
損失（△）

      △643 △643

自己株式の処分   △13 △13     

自己株式の取得         

会社分割による減少   △7,718 △7,718 △1,742  △9,724 △11,467

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － － △7,731 △7,731 △1,742 － △11,331 △13,073

当期末残高 15,630 3,907 － 3,907 98 13,559 △9,397 4,260

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

当期首残高 △6,107 38,495 1,723 1,723 40,219

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

△6,107 38,495 1,723 1,723 40,219

当期変動額      

剰余金の配当  △962   △962

買換資産圧縮積立金の
取崩  －   －

税率変更に伴う買換資
産圧縮積立金の増加額  －   －

当期純利益又は当期純
損失（△）

 △643   △643

自己株式の処分 91 77   77

自己株式の取得 △10 △10   △10

会社分割による減少  △19,185   △19,185

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

  △376 △376 △376

当期変動額合計 80 △20,724 △376 △376 △21,101

当期末残高 △6,026 17,771 1,346 1,346 19,117
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