
 

 

       

平成 25 年５月９日 

各      位 

会 社 名  鉱研工業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 末永 幸紘 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６２９７） 

問合せ先  取締役管理本部長 大谷 幸彦 

電話  ０３－６９０７－７８８８ 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 25 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 25 年４月 22 日に発表いたしました「平成 25年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

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。 

 

1. 訂正箇所 

①添付資料 17 ページ～18 ページ 

４.連結財務諸表（3）連結株主資本等変動計算書 

②添付資料 25 ページ 

 ４.連結財務諸表（5）連結財務諸表に関する注記事項（連結貸借対照表関係） 

※４ 連結会計年度末日満期手形 

 ③添付資料 51 ページ 

  ５.個別財務諸表（4）個別財務諸表に関する注記事項（貸借対照表関係） 

   ※５ 期末日満期手形 



 

 

訂正内容 

<訂正前> 

（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

    前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   
 資本金   
  当期首残高 1,846,297 1,846,297
  当期変動額   
   減資 － △680,882
   当期変動額合計 － △680,882

  当期末残高 1,846,297 1,165,415

 資本剰余金   
  当期首残高 1,687,943 1,687,943
  当期変動額   
   減資 － 680,882
   欠損填補 － △2,368,825
   当期変動額合計 － △1,687,943

  当期末残高 1,687,943 －

 利益剰余金   
  当期首残高 △2,119,319 △2,159,462
  当期変動額   
   欠損填補 － 2,368,825
   当期純損失（△） △40,143 △164,981
   当期変動額合計 △40,143 2,203,843

  当期末残高 △2,159,462 44,381

 自己株式   
  当期首残高 △1,243 △1,243
  当期変動額   
   自己株式の取得 － －
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 △1,243 △1,243

 株主資本合計   
  当期首残高 1,413,677 1,373,534
  当期変動額   
   減資 － －
   欠損填補 － －
   当期純損失（△） △40,143 △164,981
   自己株式の取得 － －
   当期変動額合計 △40,143 △164,981

  当期末残高 1,373,534 1,208,552

      



 

 

 
 (単位：千円)

    前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   
 その他有価証券評価差額金   
  当期首残高 △887 △208
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 678 1,375
   当期変動額合計 678 1,375

  当期末残高 △208 1,166

 土地再評価差額金   
  当期首残高 136,943 162,100
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,157 －
   当期変動額合計 25,157 －

  当期末残高 162,100 162,100

 その他の包括利益累計額合計   
  当期首残高 136,055 161,891
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,836 1,375
   当期変動額合計 25,836 1,375

  当期末残高 161,891 163,267

少数株主持分   
 当期首残高 18,335 21,084
 当期変動額   
  連結子会社株式の取得による持分の増減 － △21,084
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,749 －
  当期変動額合計 2,749 △21,084

 当期末残高 21,084 －

純資産合計   
 当期首残高 1,568,068 1,556,510
 当期変動額   
  当期純損失（△） △40,143 △164,981
  自己株式の取得 － －
  連結子会社株式の取得による持分の増減 － △21,084
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,585 1,375
  当期変動額合計 △11,557 △184,690

 当期末残高 1,556,510 1,371,820

      

 



 

 

<訂正後> 

（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

    前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   
 資本金   
  当期首残高 1,846,297 1,846,297
  当期変動額   
   減資 － △680,882
   当期変動額合計 － △680,882

  当期末残高 1,846,297 1,165,415

 資本剰余金   
  当期首残高 1,687,943 1,687,943
  当期変動額   
   減資 － 680,882
   欠損填補 － △2,368,825
   当期変動額合計 － △1,687,943

  当期末残高 1,687,943 －

 利益剰余金   
  当期首残高 △2,119,319 △2,159,462
  当期変動額   
   欠損填補 － 2,368,825
   当期純損失（△） △40,143 △164,981
   当期変動額合計 △40,143 2,203,843

  当期末残高 △2,159,462 44,381

 自己株式   
  当期首残高 △1,243 △1,243
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 △1,243 △1,243

 株主資本合計   
  当期首残高 1,413,677 1,373,534
  当期変動額   
   減資 － －
   欠損填補 － －
   当期純損失（△） △40,143 △164,981
   当期変動額合計 △40,143 △164,981

  当期末残高 1,373,534 1,208,552

      



 

 

 
(単位：千円)

    前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   
 その他有価証券評価差額金   
  当期首残高 △887 △208
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 678 1,375
   当期変動額合計 678 1,375

  当期末残高 △208 1,166

 土地再評価差額金   
  当期首残高 136,943 162,100
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,157 －
   当期変動額合計 25,157 －

  当期末残高 162,100 162,100

 その他の包括利益累計額合計   
  当期首残高 136,055 161,891
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,836 1,375
   当期変動額合計 25,836 1,375

  当期末残高 161,891 163,267

少数株主持分   
 当期首残高 18,335 21,084
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,749 △21,084
  当期変動額合計 2,749 △21,084

 当期末残高 21,084 －

純資産合計   
 当期首残高 1,568,068 1,556,510
 当期変動額   
  当期純損失（△） △40,143 △164,981
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,585 △19,709
  当期変動額合計 △11,557 △184,690

 当期末残高 1,556,510 1,371,820

      

 



 

 

<訂正前>  

(連結貸借対照表関係) 
※４ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しており

ます。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形

が、連結会計年度末残高に含まれております。 

 前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

受取手形 36,512千円 78,716千円 
支払手形 59,677 〃 48,972 〃 

 

<訂正後＞  

(連結貸借対照表関係) 
※４ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しており

ます。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形

が、連結会計年度末残高に含まれております。 

 前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

受取手形 36,512千円 78,716千円 
支払手形 59,677 〃 64,801 〃 

 



 

 

<訂正前>  
(貸借対照表関係) 

※５ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含ま

れております。 

 前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

受取手形 30,457千円 74,046千円 
支払手形 18,872 〃 33,599 〃 
営業外支払手形 22,871 〃 15,372 〃 

 

<訂正後>  
(貸借対照表関係) 

※５ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含ま

れております。 

 前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

受取手形 30,457千円 74,046千円 
支払手形 18,872 〃 47,928 〃 
営業外支払手形 22,871 〃 16,872 〃 

 
以 上 


