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平成 27 年５月 12 日 

各   位 

会 社 名 サ ン ケ ン 電 気 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長  和 田  節 
コード番号 6707（東証 市場第一部） 
問 合 せ 先 財務ＩＲ統括部長 村 野 泰 史 
ＴＥＬ (048)487-6121 

 

 

（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８日に公表いたしました「平成 27 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に一部記

載の誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。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します。 

 なお、訂正個所には下線を付しております。 

 

記 

１．訂正の理由 

  連結財務諸表の記載に一部誤りが判明したため訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

  訂正個所 

  【サマリー情報】 

  ＜訂正前＞ 

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） 

   (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 160,724 11.3 11,199 44.0 10,334 36.4 7,942 57.9

26 年 3 月期 144,467 14.3 7,777 68.1 7,573 87.1 5,029 121.3

（注）包括利益  27 年 3 月期 14,720 百万円 （67.0％）   26 年 3 月期 8,815 百万円 （28.2％）  

  （省略） 

(2) 連結財政状態 

 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 3 月期 193,267 62,904 32.3 515.25

26 年 3 月期 164,762 49,108 29.6 401.75

（参考） 自己資本    27 年 3 月期 62,467 百万円   26 年 3 月期 48,718 百万円 

  （省略） 
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  ＜訂正後＞ 

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） 

   (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 160,724 11.3 11,199 44.0 10,334 36.4 7,942 57.9

26 年 3 月期 144,467 14.3 7,777 68.1 7,573 87.1 5,029 121.3

（注）包括利益  27 年 3 月期 14,837 百万円 （68.3％）   26 年 3 月期 8,815 百万円 （28.2％）  

  （省略） 

(2) 連結財政状態 

 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 3 月期 193,267 63,021 32.4 516.22

26 年 3 月期 164,762 49,108 29.6 401.75

（参考） 自己資本    27 年 3 月期 62,584 百万円   26 年 3 月期 48,718 百万円 

  （省略） 

 

 

 

  【添付資料 １．経営成績】 

（２）財政状態に関する分析 

 ＜訂正前＞ 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産の部は、1,932 億 67 百万円となり、前連結会計年度末より 285 億４百万円

増加いたしました。これは主に、現金及び預金が 25 億円、受取手形及び売掛金が 35 億２百万円、棚卸資産

が 77 億 90 百万円、有形固定資産が 108 億 20 百万円、ソフトウェアが 14 億 94 百万円、退職給付に係る資産

が 10 億 22 百万円増加したことなどによるものです。 

負債の部は、1,303 億 63 百万円となり、前連結会計年度末より 147 億８百万円増加いたしました。これは

主に、コマーシャル・ペーパーが 75 億円、長期借入金が 25 億円増加したことなどによるものです。 

純資産の部は、629 億４百万円となり、前連結会計年度末より 137 億 95 百万円増加いたしました。これは

主に、利益剰余金が 77 億 74 百万円、為替換算調整勘定が 73 億 94 百万円増加し、資本剰余金が７億 27 百万

円、退職給付に係る調整累計額が５億 75 百万円減少したことなどによるものです。 

  （省略） 

 

なお、当社の財政状態に関する指標のトレンドは以下の通りです。 

 平成 23 年 

３月期 

平成 24 年 

３月期 

平成 25 年 

３月期 

平成 26 年 

３月期 

平成 27 年 

３月期 

自己資本比率 25.1％ 24.3％ 26.4％ 29.6％ 32.3％ 

時価ベースの 

自己資本比率 
44.9％ 35.0％ 30.7％ 53.7％ 52.2％ 

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率 
 8.7 年 13.1 年 11.8 年  7.6 年 8.9 年 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ 
11.3 倍  7.6 倍  9.4 倍 14.9 倍 12.7 倍 

自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
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     ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

     ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。 

※キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

 

 ＜訂正後＞ 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産の部は、1,932 億 67 百万円となり、前連結会計年度末より 285 億４百万円

増加いたしました。これは主に、現金及び預金が 25 億円、受取手形及び売掛金が 35 億２百万円、棚卸資産

が 77 億 90 百万円、有形固定資産が 108 億 20 百万円、ソフトウェアが 14 億 94 百万円、退職給付に係る資産

が 10 億 22 百万円増加したことなどによるものです。 

負債の部は、1,302 億 45 百万円となり、前連結会計年度末より 145 億 91 百万円増加いたしました。これは

主に、コマーシャル・ペーパーが 75 億円、長期借入金が 25 億円増加したことなどによるものです。 

純資産の部は、630 億 21 百万円となり、前連結会計年度末より 139 億 13 百万円増加いたしました。これは

主に、利益剰余金が 77 億 74 百万円、為替換算調整勘定が 73 億 94 百万円増加し、資本剰余金が７億 27 百万

円、退職給付に係る調整累計額が４億 58 百万円減少したことなどによるものです。 

  （省略） 

 

なお、当社の財政状態に関する指標のトレンドは以下の通りです。 

 平成 23 年 

３月期 

平成 24 年 

３月期 

平成 25 年 

３月期 

平成 26 年 

３月期 

平成 27 年 

３月期 

自己資本比率 25.1％ 24.3％ 26.4％ 29.6％ 32.4％ 

時価ベースの 

自己資本比率 
44.9％ 35.0％ 30.7％ 53.7％ 52.2％ 

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率 
 8.7 年 13.1 年 11.8 年  7.6 年 8.9 年 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ 
11.3 倍  7.6 倍  9.4 倍 14.9 倍 12.7 倍 

自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

     ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

     ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。 

※キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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  【添付資料 ５．連結財務諸表】 

   ＜訂正前＞ 

（１）連結貸借対照表 

（省略） 

(単位：百万円) 

 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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 18,345 20,909

短期借入金 27,030 26,570

1 年内償還予定の社債 - 4,100

コマーシャル・ペーパー 15,000 22,500

リース債務 1,248 1,233

未払法人税等 157 186

役員賞与引当金 - 30

未払費用 8,532 9,896

その他 1,061 1,926

流動負債合計 71,376 87,353

固定負債 

社債 30,000 25,900

長期借入金 5,000 7,500

リース債務 2,296 1,253

繰延税金負債 1,951 1,930

役員退職慰労引当金 18 25

退職給付に係る負債 3,087 3,110

資産除去債務 60 -

その他 1,863 3,288

固定負債合計 44,277 43,009

負債合計 115,654 130,363

純資産の部 

株主資本 

資本金 20,896 20,896

資本剰余金 11,028 10,301

利益剰余金 20,340 28,114

自己株式 △3,954 △3,981

株主資本合計 48,310 55,331

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 461 371

為替換算調整勘定 △1,615 5,778

退職給付に係る調整累計額 1,561 985

その他の包括利益累計額合計 407 7,135

少数株主持分 390 437

純資産合計 49,108 62,904

負債純資産合計 164,762 193,267
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（省略） 

連結包括利益計算書 

(単位：百万円) 

 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 5,051 7,952

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 320 △90

為替換算調整勘定 3,443 7,433

退職給付に係る調整額 - △575

その他の包括利益合計 3,764 6,767

包括利益 8,815 14,720

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 8,738 14,670

少数株主に係る包括利益 76 50
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（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：百万円) 

 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 20,896 11,028 20,340 △3,954 48,310

会計方針の変更によ 

る累積的影響額 
 △158  △158

会計方針の変更を反映 

した当期首残高 
20,896 11,028 20,181 △3,954 48,152

当期変動額   

連結子会社の決算期 

変更に伴う増減 
 △8  △8

欠損填補   -

剰余金（その他資本 

剰余金）の配当 
 △727  △727

当期純利益  7,942  7,942

自己株式の取得  △26 △26

自己株式の処分  0 0 0

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純 

額） 

  -

当期変動額合計 - △727 7,933 △26 7,179

当期末残高 20,896 10,301 28,114 △3,981 55,331

 

 その他の包括利益累計額 

 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 
少数株主持分 純資産合計 

当期首残高 461 △1,615 1,561 407 390 49,108

会計方針の変更によ 

る累積的影響額 
 - △158

会計方針の変更を反映 

した当期首残高 
461 △1,615 1,561 407 390 48,950

当期変動額   

連結子会社の決算期 

変更に伴う増減 
 - △8

欠損填補  - -

剰余金（その他資本 

剰余金）の配当 
 - △727

当期純利益  - 7,942

自己株式の取得  - △26

自己株式の処分  - 0

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純 

額） 

△90 7,394 △575 6,728 46 6,774

当期変動額合計 △90 7,394 △575 6,728 46 13,954

当期末残高 371 5,778 985 7,135 437 62,904
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

 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)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 5,468 11,575

減価償却費 8,432 9,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △543 29

受取利息及び受取配当金 △39 △52

支払利息 784 783

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △488

投資有価証券売却損益（△は益） - △776

売上債権の増減額（△は増加） △870 △1,703

たな卸資産の増減額（△は増加） △483 △4,685

仕入債務の増減額（△は減少） 1,056 654

その他 △1,547 △1,208

小計 12,248 13,212

利息及び配当金の受取額 41 52

利息の支払額 △716 △785

法人税等の支払額 △914 △2,505

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,658 9,973

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △10,052 △14,801

有形固定資産の売却による収入 88 908

無形固定資産の取得による支出 △889 △1,736

投資有価証券の売却による収入 - 1,476

貸付けによる支出 △8 △11

貸付金の回収による収入 14 6

その他 △328 △77

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,176 △14,234

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） 2,802 238

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減 

少） 
2,000 7,500

ファイナンス・リース債務の返済による支 

  出 
△1,290 △1,293

長期借入れによる収入 - 7,500

長期借入金の返済による支出 - △7,500

社債の発行による収入 19,908 -

社債の償還による支出 △20,000 -

少数株主への株式の発行による収入 48 -

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △27 △26

配当金の支払額 △726 △726

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,714 5,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 586 1,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,783 2,482

現金及び現金同等物の期首残高 12,036 14,820

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同 

等物の増減額（△は減少） 
- △77

現金及び現金同等物の期末残高 14,820 17,225
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（省略） 

(連結貸借対照表関係) 

 前連結会計年度  当連結会計年度 

（1） 有形固定資産の減価償却累計額 129,212 百万円  139,959 百万円 

（2） 担保資産及び担保付債務    

①担保資産    

土地 638 百万円  638 百万円 

建物 2,599 百万円  2,741 百万円 

その他無形固定資産 9 百万円  10 百万円 

      計 3,247 百万円  3,390 百万円 

②担保付債務    

短期借入金 86 百万円  484 百万円 

長期借入金 5,000 百万円  5,000 百万円 

      計 5,086 百万円  5,484 百万円 

（3） 輸出債権譲渡に伴う遡及義務額 317 百万円  183 百万円 

（省略） 

 

（省略） 

(連結包括利益計算書関係) 

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

その他有価証券評価差額金 前連結会計年度  当連結会計年度 

当期発生額 495 百万円  225 百万円 

組替調整額 0 百万円  △393 百万円 

税効果調整前 495 百万円  △167 百万円 

税効果額 △175 百万円  77 百万円 

その他の有価証券評価差額金 320 百万円  △90 百万円 

為替換算調整勘定    

当期発生額 3,443 百万円  7,433 百万円 

為替換算調整勘定 3,443 百万円  7,433 百万円 

退職給付に係る調整額    

当期発生額 - 百万円  △401 百万円 

組替調整額 - 百万円  △251 百万円 

税効果調整前 - 百万円  △653 百万円 

税効果額 - 百万円  77 百万円 

退職給付に係る調整額 - 百万円  △575 百万円 

その他の包括利益合計 3,764 百万円  6,767 百万円 

（省略） 
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（省略） 

 (１株当たり情報) 

 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 401.75 円 515.25 円 

1 株当たり当期純利益 41.47 円 65.50 円 

（省略） 

2．1株当たり純資産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) 

純資産の部の合計額（百万円） 49,108  62,904

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 390  437

（うち少数株主持分（百万円）） 390  437

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 48,718  62,467

1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 

普通株式の数（千株） 
121,266  121,237

（省略） 
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   ＜訂正後＞ 

（１）連結貸借対照表 

（省略） 

(単位：百万円) 

 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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 18,345 20,909

短期借入金 27,030 26,570

1 年内償還予定の社債 - 4,100

コマーシャル・ペーパー 15,000 22,500

リース債務 1,248 1,233

未払法人税等 157 186

役員賞与引当金 - 30

未払費用 8,532 9,896

その他 1,061 1,926

流動負債合計 71,376 87,353

固定負債 

社債 30,000 25,900

長期借入金 5,000 7,500

リース債務 2,296 1,253

繰延税金負債 1,951 1,930

役員退職慰労引当金 18 25

退職給付に係る負債 3,087 2,993

資産除去債務 60 -

その他 1,863 3,288

固定負債合計 44,277 42,892

負債合計 115,654 130,245

純資産の部 

株主資本 

資本金 20,896 20,896

資本剰余金 11,028 10,301

利益剰余金 20,340 28,114

自己株式 △3,954 △3,981

株主資本合計 48,310 55,331

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 461 371

為替換算調整勘定 △1,615 5,778

退職給付に係る調整累計額 1,561 1,102

その他の包括利益累計額合計 407 7,252

少数株主持分 390 437

純資産合計 49,108 63,021

負債純資産合計 164,762 193,267
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（省略） 

連結包括利益計算書 

(単位：百万円) 

 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 5,051 7,952

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 320 △90

為替換算調整勘定 3,443 7,433

退職給付に係る調整額 - △458

その他の包括利益合計 3,764 6,884

包括利益 8,815 14,837

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 8,738 14,787

少数株主に係る包括利益 76 50
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（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：百万円) 

 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 20,896 11,028 20,340 △3,954 48,310

会計方針の変更によ 

る累積的影響額 
 △158  △158

会計方針の変更を反映 

した当期首残高 
20,896 11,028 20,181 △3,954 48,152

当期変動額   

連結子会社の決算期 

変更に伴う増減 
 △8  △8

欠損填補   -

剰余金（その他資本 

剰余金）の配当 
 △727  △727

当期純利益  7,942  7,942

自己株式の取得  △26 △26

自己株式の処分  0 0 0

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純 

額） 

  -

当期変動額合計 - △727 7,933 △26 7,179

当期末残高 20,896 10,301 28,114 △3,981 55,331

 

 その他の包括利益累計額 

 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 
少数株主持分 純資産合計 

当期首残高 461 △1,615 1,561 407 390 49,108

会計方針の変更によ 

る累積的影響額 
 - △158

会計方針の変更を反映 

した当期首残高 
461 △1,615 1,561 407 390 48,950

当期変動額   

連結子会社の決算期 

変更に伴う増減 
 - △8

欠損填補  - -

剰余金（その他資本 

剰余金）の配当 
 - △727

当期純利益  - 7,942

自己株式の取得  - △26

自己株式の処分  - 0

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純 

額） 

△90 7,394 △458 6,845 46 6,892

当期変動額合計 △90 7,394 △458 6,845 46 14,071

当期末残高 371 5,778 1,102 7,252 437 63,021
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

 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)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 5,468 11,575

減価償却費 8,432 9,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △543 △1,300

受取利息及び受取配当金 △39 △52

支払利息 784 783

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △488

投資有価証券売却損益（△は益） - △776

売上債権の増減額（△は増加） △870 △1,703

たな卸資産の増減額（△は増加） △483 △4,685

仕入債務の増減額（△は減少） 1,056 654

その他 △1,547 122

小計 12,248 13,212

利息及び配当金の受取額 41 52

利息の支払額 △716 △785

法人税等の支払額 △914 △2,505

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,658 9,973

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △10,052 △14,801

有形固定資産の売却による収入 88 908

無形固定資産の取得による支出 △889 △1,736

投資有価証券の売却による収入 - 1,476

貸付けによる支出 △8 △11

貸付金の回収による収入 14 6

その他 △328 △77

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,176 △14,234

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） 2,802 238

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減 

少） 
2,000 7,500

ファイナンス・リース債務の返済による支 

  出 
△1,290 △1,293

長期借入れによる収入 - 7,500

長期借入金の返済による支出 - △7,500

社債の発行による収入 19,908 -

社債の償還による支出 △20,000 -

少数株主への株式の発行による収入 48 -

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △27 △26

配当金の支払額 △726 △726

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,714 5,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 586 1,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,783 2,482

現金及び現金同等物の期首残高 12,036 14,820

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同 

等物の増減額（△は減少） 
- △77

現金及び現金同等物の期末残高 14,820 17,225
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（省略） 

(連結貸借対照表関係) 

 前連結会計年度  当連結会計年度 

（1） 有形固定資産の減価償却累計額 129,212 百万円  139,959 百万円 

（2） 担保資産及び担保付債務    

①担保資産    

土地 638 百万円  638 百万円 

建物 2,599 百万円  2,741 百万円 

その他無形固定資産 9 百万円  10 百万円 

      計 3,247 百万円  3,390 百万円 

②担保付債務    

短期借入金 86 百万円  5,484 百万円 

長期借入金 5,000 百万円  - 百万円 

      計 5,086 百万円  5,484 百万円 

（3） 輸出債権譲渡に伴う遡及義務額 317 百万円  183 百万円 

（省略） 

 

（省略） 

(連結包括利益計算書関係) 

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

その他有価証券評価差額金 前連結会計年度  当連結会計年度 

当期発生額 495 百万円  225 百万円 

組替調整額 0 百万円  △393 百万円 

税効果調整前 495 百万円  △167 百万円 

税効果額 △175 百万円  77 百万円 

その他の有価証券評価差額金 320 百万円  △90 百万円 

為替換算調整勘定    

当期発生額 3,443 百万円  7,433 百万円 

為替換算調整勘定 3,443 百万円  7,433 百万円 

退職給付に係る調整額    

当期発生額 - 百万円  △284 百万円 

組替調整額 - 百万円  △251 百万円 

税効果調整前 - 百万円  △536 百万円 

税効果額 - 百万円  77 百万円 

退職給付に係る調整額 - 百万円  △458 百万円 

その他の包括利益合計 3,764 百万円  6,884 百万円 

（省略） 
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（省略） 

 (１株当たり情報) 

 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 401.75 円 516.22 円 

1 株当たり当期純利益 41.47 円 65.50 円 

（省略） 

2．1株当たり純資産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) 

純資産の部の合計額（百万円） 49,108  63,021

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 390  437

（うち少数株主持分（百万円）） 390  437

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 48,718  62,584

1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 

普通株式の数（千株） 
121,266  121,237

（省略） 

 

以  上 

 


