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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29日付にて提出した第141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

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

③　連結株主資本等変動計算書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

③【連結株主資本等変動計算書】

　　（訂正前）

（前略）

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 2,899,597 483,722 5,429,985 △39,626 8,773,679

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

2,899,597 483,722 5,429,985 △39,626 8,773,679

当期変動額      

剰余金の配当   △497,227  △497,227

親会社株主に帰属する当期
純利益   2,154,658  2,154,658

自己株式の取得    △7,214 △7,214

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 1,657,431 △7,214 1,650,216

当期末残高 2,899,597 483,722 7,087,417 △46,841 10,423,896

 

       

 その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

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 155,247 306,026 △152,339 308,934 156,214 9,238,828

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

155,247 306,206 △152,339 308,934 156,214 9,238,828

当期変動額       

剰余金の配当      △497,227

親会社株主に帰属する当期
純利益      2,154,658

自己株式の取得      △7,214

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△85,244 △53,850 △29,660 △168,755 28,285 △140,470

当期変動額合計 △85,244 △53,850 △29,660 △168,755 28,285 1,509,746

当期末残高 70,003 252,175 △182,000 140,178 184,499 10,748,574
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　　（訂正後）

（前略）

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 2,899,597 483,722 5,429,985 △39,626 8,773,679

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

2,899,597 483,722 5,429,985 △39,626 8,773,679

当期変動額      

剰余金の配当   △497,227  △497,227

親会社株主に帰属する当期
純利益   2,154,658  2,154,658

自己株式の取得    △7,214 △7,214

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 1,657,431 △7,214 1,650,216

当期末残高 2,899,597 483,722 7,087,417 △46,841 10,423,896

 

       

 その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

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 155,247 306,026 △152,339 308,934 156,214 9,238,828

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

155,247 306,026 △152,339 308,934 156,214 9,238,828

当期変動額       

剰余金の配当      △497,227

親会社株主に帰属する当期
純利益      2,154,658

自己株式の取得      △7,214

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△85,244 △53,850 △29,660 △168,755 28,285 △140,470

当期変動額合計 △85,244 △53,850 △29,660 △168,755 28,285 1,509,746

当期末残高 70,003 252,175 △182,000 140,178 184,499 10,748,574
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