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平成 29 年 6 月 1 日 

各   位 

会社名   倉庫精練株式会社 

代表者名  代表取締役社長   中前 和宏 

コード   3578 東証 2部 

問合せ先    総務課長      上田 紀昭 

電話番号  076-249-3131 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 29 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 29 年 5 月 15 日に公表いたしました「平成 29 年 3 月期 決算短信[日本基準]（連結）」にお

いて、一部訂正がありましたので、下記のとおりご報告いたします。 

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おります。 

記 

1．訂正の理由 

 「平成 29 年 3 月期 決算短信[日本基準]（連結）」の公表後、記載内容の一部に訂正すべき事項が

あることから、当該事項を訂正するものであります。 

 

2.訂正内容 

 （1）サマリー情報 1 ページ 

1.平成 29 年 3 月期の連結業績（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 

（1）連結経営成績 

[訂正前] 
 

 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 ％ 

29年3月期 3,314 △4.0 △286 ― △587 ― △762 ― 

28年3月期 3,451 3.2 △154 ― △413 ― △431 ― 
 

(注) 包括利益 29年 3月期 △693 百万円( ―％) 28年 3月期 △220 百万円( ―％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

29年3月期 △107.14 ― △47.9 △12.9 △8.6 

28年3月期 △60.58 ― △20.8 △6.5 △4.5 
 

(参考) 持分法投資損益 29年 3月期 0百万円 28年 3月期 0 百万円

 

[訂正後] 
 

 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 ％ 

29年3月期 3,314 △4.0 △286 ― △592 ― △768 ― 

28年3月期 3,451 3.2 △154 ― △413 ― △431 ― 
 

(注) 包括利益 29年 3月期 △698 百万円( ―％) 28年 3月期 △220 百万円( ―％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

29年3月期 △107.88 ― △48.2 △13.1 △8.6 

28年3月期 △60.58 ― △20.8 △6.5 △4.5 
 

(参考) 持分法投資損益 29年 3月期 0百万円 28年 3月期 0 百万円
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 （2）サマリー情報 2 ページ 

（参考）個別業績の概要 

1.平成 29 年 3 月期の個別業績（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 

（2）個別財政状態 

[訂正前] 

 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 

29年3月期 3,024 510 16.8 71.71 

28年3月期 4,733 1,493 31.5 209.57 
 

(参考) 自己資本 29年3月期 1,478百万円  28年3月期 1,493 百万円

 

[訂正後] 

 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 

29年3月期 3,024 510 16.8 71.71 

28年3月期 4,733 1,493 31.5 209.57 
 

(参考) 自己資本 29年3月期 510百万円  28年3月期 1,493 百万円

 

 （3）添付資料 2 ページ 

1.経営成績等の概況 

（1）当期の経営成績の概況 

 

[訂正前] 

このような状況のもと、当社グループは、生産効率・収益率の改善、得意とする素材・加工の開発・販売を推

進しましたが、当連結会計年度の売上高は、主に繊維事業の減少により33億14百万円(前年同期比4.0％減)、営

業損失は、主にメキシコ連結子会社の品質トラブルの対応による経費の増大により２億86百万円（前連結会計年

度は１億54百万円の損失）、経常損失は、主に為替相場の変動による為替差損の拡大により５億87百万円(前連結

会計年度は４億13百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純損失は、主にメキシコ連結子会社の減損損失の

計上により７億62百万円(前連結会計年度は４億31百万円の損失)となりました。 

 

[訂正後] 

このような状況のもと、当社グループは、生産効率・収益率の改善、得意とする素材・加工の開発・販売を推

進しましたが、当連結会計年度の売上高は、主に繊維事業の減少により33億14百万円(前年同期比4.0％減)、営

業損失は、主にメキシコ連結子会社の品質トラブルの対応による経費の増大により２億86百万円（前連結会計年

度は１億54百万円の損失）、経常損失は、主に為替相場の変動による為替差損の拡大により５億92百万円(前連結

会計年度は４億13百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純損失は、主にメキシコ連結子会社の減損損失の

計上により７億68百万円(前連結会計年度は４億31百万円の損失)となりました。 

 

 （4）添付資料 3 ページ 

（3）当期のキャッシュ・フローの概況 

 

[訂正前] 

当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、為替差損3億23百万円等により、２億64百万

円の資金増加となりました。 

 

[訂正後] 

当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少1億66百万円等により、２億

64百万円の資金増加となりました。 
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 （5）添付資料 6 ページ 

（2）連結損益計算書及び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27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

売上高 3,451,487 3,314,567 

売上原価 3,022,716 3,122,180 

売上総利益 428,771 192,387 

販売費及び一般管理費 583,334 479,206 

営業損失（△） △154,563 △286,819 

営業外収益   

 受取利息 318 277 

 受取配当金 3,244 3,402 

 受取賃貸料 88,159 85,401 

 持分法による投資利益 425 1,438 

 その他 13,672 26,257 

 営業外収益合計 105,821 116,777 

営業外費用   

 支払利息 40,265 28,235 

 賃貸費用 21,289 22,577 

 為替差損 297,023 332,563 

 汚染負荷量賦課金 6,576 3,449 

 その他 12 30,195 

 営業外費用合計 365,167 417,021 

経常損失（△） △413,909 △587,063 

特別損失   

 減損損失 - 169,019 

 会員権評価損 1,710 - 

 特別損失合計 1,710 169,019 

税金等調整前当期純損失（△） △415,619 △756,083 

法人税、住民税及び事業税 15,370 11,651 

法人税等調整額 △913 △5,698 

法人税等合計 14,457 5,953 

当期純損失（△） △430,077 △762,036 

非支配株主に帰属する当期純利益 1,321 900 

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △431,399 △762,936 
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[訂正後] 
           (単位：千円) 

          前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

売上高 3,451,487 3,314,567 

売上原価 3,022,716 3,122,180 

売上総利益 428,771 192,387 

販売費及び一般管理費 583,334 479,206 

営業損失（△） △154,563 △286,819 

営業外収益   

 受取利息 318 277 

 受取配当金 3,244 3,402 

 受取賃貸料 88,159 85,401 

 持分法による投資利益 425 1,438 

 その他 13,672 26,257 

 営業外収益合計 105,821 116,777 

営業外費用   

 支払利息 40,265 28,235 

 賃貸費用 21,289 22,577 

 為替差損 297,023 332,563 

 汚染負荷量賦課金 6,576 3,449 

 その他 12 35,501 

 営業外費用合計 365,167 422,327 

経常損失（△） △413,909 △592,369 

特別損失   

 減損損失 - 169,019 

 会員権評価損 1,710 - 

 特別損失合計 1,710 169,019 

税金等調整前当期純損失（△） △415,619 △761,388 

法人税、住民税及び事業税 15,370 11,651 

法人税等調整額 △913 △5,698 

法人税等合計 14,457 5,953 

当期純損失（△） △430,077 △767,341 

非支配株主に帰属する当期純利益 1,321 900 

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △431,399 △768,242 

 



5 

 （6）添付資料 7 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27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） △430,077 △762,036 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △6,925 5,351 

 為替換算調整勘定 172,305 46,337 

 退職給付に係る調整額 43,864 17,134 

 その他の包括利益合計 209,244 68,823 

包括利益 △220,832 △693,212 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △222,167 △694,174 

 非支配株主に係る包括利益 1,334 962 

 

[訂正後]  

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

当期純損失（△） △430,077 △767,341 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △6,925 5,346 

 為替換算調整勘定 172,305 46,337 

 退職給付に係る調整額 43,864 17,134 

 その他の包括利益合計 209,244 68,818 

包括利益 △220,832 △698,523 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △222,167 △699,480 

 非支配株主に係る包括利益 1,334 957 

 

 

 （7）添付資料 9 ページ 

当連結会計年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日） 

[訂正前] 

 (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 506,000 130,686 1,136,902 △2,625 1,770,964 

当期変動額      

剰余金の配当   △5,305  △5,305 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
  △762,936  △762,936 

その他     ― 

自己株式の取得    △153 △153 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
    ― 

当期変動額合計 ― ― △768,242 △153 △768,395 

当期末残高 506,000 130,686 386,660 △2,778 1,002,568 
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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 

非支配株主持分 純資産合計 

当期首残高 13,929 231,999 △74,361 171,567 56,663 1,999,195 

当期変動額       

剰余金の配当      △5,305 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
     △762,936 

その他      ― 

自己株式の取得      △153 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
5,289 46,337 17,134 68,762 350 69,112 

当期変動額合計 5,289 46,337 17,134 68,762 350 △699,283 

当期末残高 19,218 278,337 △57,226 240,330 57,013 1,299,912 

 

[訂正後] 

 (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 506,000 130,686 1,136,902 △2,625 1,770,964 

当期変動額      

剰余金の配当     ― 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
  △768,242  △768,242 

その他     ― 

自己株式の取得    △153 △153 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
    ― 

当期変動額合計 ― ― △768,242 △153 △768,395 

当期末残高 506,000 130,686 368,660 △2,778 1,002,568 

 

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 

非支配株主持分 純資産合計 

当期首残高 13,929 231,999 △74,361 171,567 56,663 1,999,195 

当期変動額       

剰余金の配当      ― 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
     △768,242 

その他      ― 

自己株式の取得      △153 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
5,289 46,337 17,134 68,762 350 69,112 

当期変動額合計 5,289 46,337 17,134 68,762 350 △699,283 

当期末残高 19,218 278,337 △57,226 240,330 57,013 1,299,912 
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 （8）添付資料 10 ページ 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

[訂正前] 

           (単位：千円) 

          前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29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損失（△） △415,619 △756,083 

 減価償却費 184,730 168,024 

 持分法による投資損益（△は益） △425 △1,438 

 減損損失 - 169,019 

 その他の償却額 △918 △918 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △65,454 12,810 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,025 △14,104 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 8,067 398 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 774 △1,584 

 受取利息及び受取配当金 △3,563 △3,679 

 支払利息 40,265 28,235 

 為替差損益（△は益） 302,539 323,705 

 会員権評価損 1,710 - 

 売上債権の増減額（△は増加） △218,496 166,463 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 21,554 20,783 

 仕入債務の増減額（△は減少） 88,933 10,212 

 その他の資産の増減額（△は増加） △68,021 217,467 

 その他の負債の増減額（△は減少） 83,226 △36,163 

 小計 △42,723 303,149 

 利息及び配当金の受取額 3,794 3,942 

 利息の支払額 △39,173 △28,057 

 法人税等の支払額 △129,598 △14,161 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △207,701 264,873 

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 △122,306 △88,672 

 無形固定資産の取得による支出 △2,225 △706 

 その他の収入 620 3,628 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △123,910 △85,749 
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[訂正後] 

           (単位：千円) 

          前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29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損失（△） △415,619 △761,388 

 減価償却費 184,730 168,024 

 持分法による投資損益（△は益） △425 △1,438 

 減損損失 - 169,019 

 その他の償却額 △918 △918 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △65,454 12,810 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,025 △14,104 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 8,067 398 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 774 △1,584 

 受取利息及び受取配当金 △3,563 △3,679 

 支払利息 40,265 28,235 

 為替差損益（△は益） 302,539 323,705 

 会員権評価損 1,710 - 

 売上債権の増減額（△は増加） △218,496 166,463 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 21,554 20,783 

 仕入債務の増減額（△は減少） 88,933 10,212 

 その他の資産の増減額（△は増加） △68,021 222,773 

 その他の負債の増減額（△は減少） 83,226 △36,163 

 小計 △42,723 303,149 

 利息及び配当金の受取額 3,794 3,942 

 利息の支払額 △39,173 △28,057 

 法人税等の支払額 △129,598 △14,161 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △207,701 264,873 

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 △122,306 △88,672 

 無形固定資産の取得による支出 △2,225 △706 

 その他の収入 620 3,628 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △123,910 △85,749 
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 （9）添付資料 13 ページ 

当連結会計年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日） 

[訂正前] 

(単位：千円) 
 

報告セグメント 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額  
繊維事業 機械製造販売業 内装業  (注)1 (注)2 

売上高       

  外部顧客への売上高 2,950,461 119,831 244,275 3,314,567 ― 3,314,567 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― 13,892 109 14,002 △14,002 ― 

計 2,950,461 133,724 244,385 3,328,570 △14,002 3,314,567 

セグメント利益又はセグメ
ント損失(△) 

△325,728 19,589 4,213 △301,925 15,106 △286,819 

セグメント資産 4,052,541 278,939 153,263 4,484,743 △13,034 4,537,302 

セグメント負債 3,143,116 45,690 55,693 3,244,499 △8,923 3,237,390 

その他の項目       

減価償却費 171,276 856 562 172,695 △4,671 168,024 

持分法適用会社への投資
額 

101,900 ― ― 101,900 ― 101,900 

有形固定資産及び無形固
定資産の増加額 

116,021 165 ― 116,187 ― 116,187 

 

[訂正後] 

(単位：千円) 
 

報告セグメント 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額  
繊維事業 機械製造販売業 内装業  (注)1 (注)2 

売上高       

  外部顧客への売上高 2,950,461 119,831 244,275 3,314,567 ― 3,314,567 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― 13,892 109 14,002 △14,002 ― 

計 2,950,461 133,724 244,385 3,328,570 △14,002 3,314,567 

セグメント利益又はセグメ
ント損失(△) 

△325,728 19,589 4,213 △301,925 15,106 △286,819 

セグメント資産 4,142,688 278,939 153,263 4,574,891 △37,588 4,537,302 

セグメント負債 3,142,322 45,690 55,693 3,243,705 △6,316 3,237,390 

その他の項目       

減価償却費 171,276 856 562 172,695 △4,671 168,024 

持分法適用会社への投資
額 

101,900 ― ― 101,900 ― 101,900 

有形固定資産及び無形固
定資産の増加額 

116,021 165 ― 116,187 ― 116,187 
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 （10）添付資料 15 ページ 

（1 株当たり情報） 

[訂正前] 

 
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) 

１株当たり純資産額 272.79円 182.55円 

１株当たり当期純利益金額又は１株
当たり当期純損失金額（△） 

△60.58円 △107.14円 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度については潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。当連結会計年度については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

２．１株当たり当期純利益金額および当期純損失金額の算定上の基礎 

 
前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

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（△）(千円) 

△431,399 △762,936 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る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（△）(千円) 

△431,399 △762,936 

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,121 7,120 

 

[訂正後] 

 
前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

１株当たり純資産額 272.79円 183.54円 

１株当たり当期純損失金額（△） △60.58円 △107.88円 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

 

２．１株当たり当期純利益金額および当期純損失金額の算定上の基礎 

 
前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △431,399 △762,936 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △431,399 △762,936 

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,121 7,120 

 

 

                                     以 上 


