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(訂正・数値データ訂正)「平成 28 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正について 

 

 

  当社は、平成 28 年５月 10 日に発表いたしました「平成 28 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につい

て一部訂正がありましたのでお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数

値データも送信いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

１．訂正の理由 

訂正の内容につきましては、平成 29 年３月期第１四半期決算短信の作成過程におきまして、平成 28 年３

月期連結決算の減損損失に係る税効果会計適用により、圧縮記帳した固定資産（船舶）の繰延税金負債取崩

額に誤りあることが判明したため訂正するものであります。 

 

 

２．訂正の内容 

サマリー情報    １．平成 28 年３月期の連結業績（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日） 

添付資料２ページ  １．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析 

添付資料４ページ  １．経営成績・財政状態に関する分析（２）財政状態に関する分析 

添付資料９ページ  ５．連結財務諸表（１）連結貸借対照表 

添付資料 11 ページ ５．連結財務諸表（２）連結損益計算書 

添付資料 12 ページ ５．連結財務諸表（２）連結包括利益計算書 

添付資料 13 ページ ５．連結財務諸表（３）連結株主資本等変動計算書 

添付資料 19 ページ ５．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（１株当たり情報） 

 



　
【サマリー情報】

（訂正前）

(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期の連結業績（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　28年３月期 6,105 △15.3 332 △6.7 78 △70.9 △1,118 ―

　27年３月期 7,210 4.0 356 221.0 270 450.8 873 69.2

(注) 包括利益 28年３月期 △1,185 百万円 ( ―％) 27年３月期 975 百万円 ( 68.6％)
　

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 ％ ％ ％

　28年３月期 △57.93 ― △19.6 0.5 5.5

　27年３月期 45.24 ― 14.8 1.5 4.9

(参考) 持分法投資損益 28年３月期 ―百万円 27年３月期 ―百万円
　

（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

　28年３月期 15,568 5,238 32.5 262.44

　27年３月期 18,231 6,522 34.8 328.69

(参考) 自己資本 　28年３月期 5,066百万円 　27年３月期 6,346百万円
　

　

（訂正後）

　

(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期の連結業績（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　28年３月期 6,105 △15.3 332 △6.7 78 △70.9 △953 ―

　27年３月期 7,210 4.0 356 221.0 270 450.8 873 69.2

(注) 包括利益 28年３月期 △1,020 百万円 ( ―％) 27年３月期 975 百万円 ( 68.6％)

　

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 ％ ％ ％

　28年３月期 △49.39 ― △16.5 0.5 5.5

　27年３月期 45.24 ― 14.8 1.5 4.9

(参考) 持分法投資損益 28年３月期 ―百万円 27年３月期 ―百万円

　

（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

　28年３月期 15,568 5,403 33.6 270.98

　27年３月期 18,231 6,522 34.8 328.69

(参考) 自己資本 　28年３月期 5,231百万円 　27年３月期 6,346百万円
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【添付資料２ページ】

１．経営成績・財政状態に関する分析

（訂正前）

（１）経営成績に関する分析

この結果、当連結会計年度の営業収益は、6,105百万円（対前連結会計年度比△1,104百万円、15.3％減）と前連結

会計年度に比べ、減収となりました。

利益面では、燃料油価格の下落や短期用船の減少などの営業費用の減少要因があったものの、営業収益の減少が大

きく営業利益は332百万円（同△23百万円、6.7％減）と減益となりました。

営業外収益35百万円、営業外費用289百万円を加減し、経常利益は78百万円（同△191百万円、70.9％減）で、特別

利益として固定資産売却益３百万円、特別損失として減損損失1,180百万円、投資有価証券評価損58百万円を計上し

ました結果、税金等調整前当期純損失は1,157百万円となり、法人税等、法人税等調整額、非支配株主に帰属する当

期純利益を加減して、親会社株主に帰属する当期純損失は1,118百万円（前連結会計年度873百万円の親会社株主に帰

属する当期純利益）と大幅な減益なりました。

（訂正後）

（１）経営成績に関する分析

この結果、当連結会計年度の営業収益は、6,105百万円（対前連結会計年度比△1,104百万円、15.3％減）と前連結

会計年度に比べ、減収となりました。

利益面では、燃料油価格の下落や短期用船の減少などの営業費用の減少要因があったものの、営業収益の減少が大

きく営業利益は332百万円（同△23百万円、6.7％減）と減益となりました。

営業外収益35百万円、営業外費用289百万円を加減し、経常利益は78百万円（同△191百万円、70.9％減）で、特別

利益として固定資産売却益３百万円、特別損失として減損損失1,180百万円、投資有価証券評価損58百万円を計上し

ました結果、税金等調整前当期純損失は1,157百万円となり、法人税等、法人税等調整額、非支配株主に帰属する当

期純利益を加減して、親会社株主に帰属する当期純損失は953百万円（前連結会計年度873百万円の親会社株主に帰属

する当期純利益）と大幅な減益なりました。
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【添付資料４ページ】

（訂正前）

（２）財政状態に関する分析

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総資産は、前連結会計年度に比べ2,662百万円減少し、15,568百万円となりました。主

な内容は、流動資産が主に現金及び預金の減少などにより931百万円減少し、固定資産が、主に船舶の減損損失に伴

う減少などで1,730万円減少したことによるものです。負債は、10,330百万円となり、前連結会計年度に比べ1,378

百万円の減少となりました。これは、流動負債が主に未払法人税等や前受金の減少などにより328百万円減少し、固

定負債が、主に長期借入金の減少などにより1,050百万円減少したことによるものです。

純資産は、親会社株主に帰属する当期純損失などによる株主資本の減少1,215百万円とその他有価証券評価差額金

の減少によるその他の包括利益累計額合計の減少64百万円と非支配株主持分の減少４百万円により、前連結会計年

度末に比べ1,283百万円減少し、5,238百万円となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 平成28年３月期

自己資本比率(％) 33.3 35.2 31.1 34.8 32.5

時価ベースの自己資本比率(％) 15.9 14.8 16.0 18.5 11.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

14.2 17.3 16.0 6.5 8.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

3.8 2.9 3.8 8.1 6.3

（訂正後）

（２）財政状態に関する分析

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総資産は、前連結会計年度に比べ2,662百万円減少し、15,568百万円となりました。主

な内容は、流動資産が主に現金及び預金の減少などにより931百万円減少し、固定資産が、主に船舶の減損損失に伴

う減少などで1,730万円減少したことによるものです。負債は、10,165百万円となり、前連結会計年度に比べ1,543

百万円の減少となりました。これは、流動負債が主に未払法人税等や前受金の減少などにより328百万円減少し、固

定負債が、主に長期借入金の減少などにより1,215百万円減少したことによるものです。

純資産は、親会社株主に帰属する当期純損失などによる株主資本の減少1,050百万円とその他有価証券評価差額金

の減少によるその他の包括利益累計額合計の減少64百万円と非支配株主持分の減少４百万円により、前連結会計年

度末に比べ1,119百万円減少し、5,403百万円となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 平成28年３月期

自己資本比率(％) 33.3 35.2 31.1 34.8 33.6

時価ベースの自己資本比率(％) 15.9 14.8 16.0 18.5 11.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

14.2 17.3 16.0 6.5 8.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

3.8 2.9 3.8 8.1 6.3

決算短信（宝印刷） 2016年08月08日 11時32分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



【添付資料９ページ】

（１）連結貸借対照表

（訂正前）

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当連結会計年度
(平成28年３月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 8,387,050 7,405,315

繰延税金負債 1,094,201 978,084

特別修繕引当金 105,982 180,066

退職給付に係る負債 30,468 34,674

長期未払金 70,000 38,700

資産除去債務 12,504 12,714

その他固定負債 114,254 114,225

固定負債合計 9,814,461 8,763,780

負債合計 11,709,020 10,330,180

純資産の部

株主資本

資本金 702,000 702,000

資本剰余金 280,268 280,268

利益剰余金 5,136,996 3,921,980

自己株式 △1,392 △1,603

株主資本合計 6,117,872 4,902,645

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 228,563 164,311

その他の包括利益累計額合計 228,563 164,311

非支配株主持分 175,822 171,306

純資産合計 6,522,258 5,238,263

負債純資産合計 18,231,278 15,568,444
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（訂正後）

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当連結会計年度
(平成28年３月31日)

負債の部

固定負債

長期借入金 8,387,050 7,405,315

繰延税金負債 1,094,201 813,243

特別修繕引当金 105,982 180,066

退職給付に係る負債 30,468 34,674

長期未払金 70,000 38,700

資産除去債務 12,504 12,714

その他固定負債 114,254 114,225

固定負債合計 9,814,461 8,598,939

負債合計 11,709,020 10,165,339

純資産の部

株主資本

資本金 702,000 702,000

資本剰余金 280,268 280,268

利益剰余金 5,136,996 4,086,822

自己株式 △1,392 △1,603

株主資本合計 6,117,872 5,067,487

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 228,563 164,311

その他の包括利益累計額合計 228,563 164,311

非支配株主持分 175,822 171,306

純資産合計 6,522,258 5,403,105

負債純資産合計 18,231,278 15,568,444
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【添付資料11ページ】

連結損益計算書

（訂正前）

(単位：千円)
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)

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

1,271,957 △1,157,530

法人税、住民税及び事業税 175,412 95,835

法人税等調整額 220,120 △137,015

法人税等合計 395,532 △41,179

当期純利益又は当期純損失（△） 876,425 △1,116,350

非支配株主に帰属する当期純利益 2,974 2,123

親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）

873,450 △1,118,473

（訂正後）

(単位：千円)
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)

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

1,271,957 △1,157,530

法人税、住民税及び事業税 175,412 95,835

法人税等調整額 220,120 △301,857

法人税等合計 395,532 △206,021

当期純利益又は当期純損失（△） 876,425 △951,508

非支配株主に帰属する当期純利益 2,974 2,123

親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）

873,450 △953,631

決算短信（宝印刷） 2016年08月08日 11時32分 11ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



【添付資料12ページ】

連結包括利益計算書

（訂正前）

(単位：千円)
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)

当期純利益又は当期純損失（△） 876,425 △1,116,350

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 99,394 △69,410

その他の包括利益合計 99,394 △69,410

包括利益 975,819 △1,185,761

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 966,605 △1,182,724

非支配株主に係る包括利益 9,213 △3,036

（訂正後）

(単位：千円)
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)

当期純利益又は当期純損失（△） 876,425 △951,508

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 99,394 △69,410

その他の包括利益合計 99,394 △69,410

包括利益 975,819 △1,020,919

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 966,605 △1,017,883

非支配株主に係る包括利益 9,213 △3,036

決算短信（宝印刷） 2016年08月08日 11時32分 12ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



【添付資料13ページ】

（３）連結株主資本等変動計算書

（訂正前）

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
その他の包括利益累計

額
非支配株主

持分
純資産合計

資本金
資本剰余

金
利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価差

額金

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 702,000 280,268 5,136,996 △1,392 6,117,872 228,563 228,563 175,822 6,522,258

当期変動額

剰余金の配当 △96,542 △96,542 △96,542

親会社株主に

帰属する当期

純損失（△）

△1,118,473 △1,118,473 △1,118,473

自己株式の取

得
△211 △211 △211

株主資本以外

の項目の当期

変 動 額 （ 純

額）

△64,251 △64,251 △4,516 △68,767

当期変動額合計 △1,215,015 △211 △1,215,226 △64,251 △64,251 △4,516 △1,283,994

当期末残高 702,000 280,268 3,921,980 △1,603 4,902,645 164,311 164,311 171,306 5,238,263

（訂正後）

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
その他の包括利益累計

額
非支配株主

持分
純資産合計

資本金
資本剰余

金
利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価

証券評価差

額金

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 702,000 280,268 5,136,996 △1,392 6,117,872 228,563 228,563 175,822 6,522,258

当期変動額

剰余金の配当 △96,542 △96,542 △96,542

親会社株主に

帰属する当期

純損失（△）

△953,631 △953,631 △953,631

自己株式の取

得
△211 △211 △211

株主資本以外

の項目の当期

変 動 額 （ 純

額）

△64,251 △64,251 △4,516 △68,767

当期変動額合計 △1,050,174 △211 △1,050,385 △64,251 △64,251 △4,516 △1,119,153

当期末残高 702,000 280,268 4,086,822 △1,603 5,067,487 164,311 164,311 171,306 5,403,105
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(１株当たり情報)

（訂正前）

項目
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 328円69銭 262円44銭

(算定上の基礎)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 6,522,258 5,238,263

普通株式に係る純資産額(千円) 6,346,435 5,066,957

差額の主な内訳(千円)

非支配株主持分 175,822 171,306

普通株式の発行済株式数（株） 19,320,000 19,320,000

普通株式の自己株式数（株） 11,524 13,014

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

19,308,476 19,306,986

項目
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)

(2) １株当たり当期純利益金額
　 又は当期純損失金額（△）

45円24銭 △57円93銭

(算定上の基礎)

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)

873,450 △1,118,473

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)

873,450 △1,118,473

普通株式の期中平均株式数(株) 19,308,505 19,307,442

（訂正後）

項目
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当連結会計年度

(平成28年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 328円69銭 270円98銭

(算定上の基礎)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 6,522,258 5,403,105

普通株式に係る純資産額(千円) 6,346,435 5,231,799

差額の主な内訳(千円)

非支配株主持分 175,822 171,306

普通株式の発行済株式数（株） 19,320,000 19,320,000

普通株式の自己株式数（株） 11,524 13,014

1株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

19,308,476 19,306,986

項目
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)

(2) １株当たり当期純利益金額
　 又は当期純損失金額（△）

45円24銭 △49円39銭

(算定上の基礎)

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)

873,450 △953,631

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)

873,450 △953,631

普通株式の期中平均株式数(株) 19,308,505 19,307,442
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