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【事務連絡者氏名】 該当事項はない。
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【電話番号】 ０６－６２８１－５７２１

【事務連絡者氏名】 経理部長　　大西　正哲
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（注）当社の東京本社は、金融商品取引法上の縦覧場所ではないが、

　　　投資家の便宜のため縦覧に供している。
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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日に提出いたしました第206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

注記事項

（連結包括利益計算書関係）

（金融商品関係）

２．金融商品の時価等に関する事項

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

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】

【注記事項】

（連結包括利益計算書関係）

　　（訂正前）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 270百万円 △49百万円

組替調整額 8 △17

税効果調整前 279 △67

税効果額 △76 32

その他有価証券評価差額金 202 △35

繰延ヘッジ損益：   

当期発生額 △209 9

税効果額 △9 12

繰延ヘッジ損益 △218 22

土地再評価差額金：   

税効果額 338 123

為替換算調整勘定：   

当期発生額 18 203

組替調整額 － △30

為替換算調整勘定 18 173

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 △831 △507

組替調整額 1,368 338

退職給付に係る調整額 537 △168

その他の包括利益合計 877 115
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　　（訂正後）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 270百万円 △49百万円

組替調整額 8 △17

税効果調整前 279 △67

税効果額 △76 32

その他有価証券評価差額金 202 △35

繰延ヘッジ損益：   

当期発生額 △275 △93

組替調整額 66 103

税効果調整前 △209 9

税効果額 △9 12

繰延ヘッジ損益 △218 22

土地再評価差額金：   

税効果額 338 123

為替換算調整勘定：   

当期発生額 18 203

組替調整額 － △30

為替換算調整勘定 18 173

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 △831 △507

組替調整額 1,368 338

退職給付に係る調整額 537 △168

その他の包括利益合計 877 115
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（金融商品関係）

２．金融商品の時価等に関する事項

　　（訂正前）

（省略）

当連結会計年度（平成28年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）  

(1）現金及び預金 42,101 42,101 －  

(2）受取手形及び売掛金 35,811 35,811 －  

(3）投資有価証券

その他有価証券
1,928 1,928 －  

　資産計 79,842 79,842 －  

(1）支払手形及び買掛金 15,322 15,322 －  

(2）短期借入金 1,827 1,827 －  

(3）長期借入金（※１） 417 415 △1  

　負債計 17,567 17,566 △1  

デリバティブ取引（※２）     

　ヘッジ会計が適用されているもの (243) (243) －  

　ヘッジ会計が適用されていないもの (96) (96) －  

（省略）

 

　　（訂正後）

（省略）

当連結会計年度（平成28年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）  

(1）現金及び預金 42,101 42,101 －  

(2）受取手形及び売掛金 35,811 35,811 －  

(3）投資有価証券

その他有価証券
1,928 1,928 －  

　資産計 79,842 79,842 －  

(1）支払手形及び買掛金 15,322 15,322 －  

(2）短期借入金 1,827 1,827 －  

(3）長期借入金（※１） 417 415 △1  

　負債計 17,567 17,566 △1  

デリバティブ取引（※２）     

　ヘッジ会計が適用されているもの (213) (213) －  

　ヘッジ会計が適用されていないもの (126) (126) －  

（省略）
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