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平成 25 年５月 17 日 

各      位 

会 社 名  互応化学工業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 池上 幸一 

（大証第二部・コード 4962） 

問合せ先  

役職・氏名 常務取締役管理本部長 

             西川 憲一 

電話０７７４－４６－７７７７ 

 

（訂正・数値データ訂正）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５月 13 日に開示いたしました「平成 25 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の内容に、一部

訂正すべき事項がありましたので、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。 

記 

訂正の理由 

当連結会計年度及び当事業年度において投資有価証券の時価評価の算出方法に一部誤りがあることが判明

いたしましたので、訂正を行うものであります。 

なお、この訂正による損益に与える影響はありません。 

 

 

【訂正箇所】（サマリー情報） 

１．平成 25 年３月期の連結業績（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 

（訂正前） 

（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 ％

25 年３月期 7,158 3.0 742 26.6 871 34.1 824 111.5

24 年３月期 6,953 △1.5 586 △23.9 650 △22.1 390 △21.6

（注）包括利益 25 年３月期 1,083 百万円（208.4％）  24 年３月期 351 百万円（△16.9％） 

(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

25 年３月期 14,190 11,999 84.4 1,806.58

24 年３月期 12,988 10,935 84.1 1,646.68

（参考）自己資本 25 年３月期 11,978 百万円  24 年３月期 10,918 百万円 
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（訂正後） 

（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 ％

25 年３月期 7,158 3.0 742 26.6 871 34.1 824 111.5

24 年３月期 6,953 △1.5 586 △23.9 650 △22.1 390 △21.6

（注）包括利益 25 年３月期 1,038 百万円（195.6％）  24 年３月期 351 百万円（△16.9％） 

(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

25 年３月期 14,145 11,954 84.4 1,799.84

24 年３月期 12,988 10,935 84.1 1,646.68

（参考）自己資本 25 年３月期 11,933 百万円  24 年３月期 10,918 百万円 

 

【訂正箇所】（サマリー情報） 

（参考）個別業績の概要 

１．平成 25 年３月期の個別業績（平成 24 年４月１日～平成 25 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

25 年３月期 13,906 11,787 84.8 1,777.83

24 年３月期 13,144 11,164 84.9 1,683.81

（参考）自己資本 25 年３月期 11,787 百万円  24 年３月期 11,164 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

25 年３月期 13,861 11,743 84.7 1,771.09

24 年３月期 13,144 11,164 84.9 1,683.81

（参考）自己資本 25 年３月期 11,743 百万円  24 年３月期 11,164 百万円 
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【訂正箇所】（添付資料８、９ページ） 

  ４．連結財務諸表 

   （１）連結貸借対照表 

    （訂正前） 

（単位：千円） 

 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) 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 803,715 ※2 903,352

  従業員に対する長期貸付金 1,194 1,026

  繰延税金資産 32,150 80,656

  その他 22,280 31,674

  貸倒引当金 △10,280 △10,501

  投資その他の資産合計 849,060 1,006,208

固定資産合計 4,309,439 4,358,457

資産合計 12,988,281 14,190,246

 

（省略） 

 

 その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金 61,523 98,938

  為替換算調整勘定 △281,649 △64,386

  その他の包括利益累計額合計 △220,126 34,551

 少数株主持分 17,141 20,557

純資産合計 10,935,397 11,999,043

負債純資産合計 12,988,281 14,190,246
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（訂正後） 

（単位：千円） 

 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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2 803,715 ※2 849,039

  従業員に対する長期貸付金 1,194 1,026

  繰延税金資産 32,150 90,272

  その他 22,280 31,674

  貸倒引当金 △10,280 △10,501

  投資その他の資産合計 849,060 961,510

固定資産合計 4,309,439 4,313,759

資産合計 12,988,281 14,145,548

 

（省略） 

 

その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金 61,523 54,240

  為替換算調整勘定 △281,649 △64,386

  その他の包括利益累計額合計 △220,126 △10,146

少数株主持分 17,141 20,557

純資産合計 10,935,397 11,954,345

負債純資産合計 12,988,281 14,145,548
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【訂正箇所】（添付資料 11 ページ） 

  ４．連結財務諸表 

   （２）連結損益及び包括利益計算書 

    （訂正前） 

（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     

  その他有価証券評価差額金 6,155 37,415

  為替換算調整勘定 △14,295 34,453

  持分法適用会社に対する持分相当額 △30,986 184,704

  その他の包括利益合計 ※6 △39,126 ※6 256,572

包括利益 351,244 1,083,082

（内訳） 

  親会社株主に係る包括利益 351,666 1,079,666

  少数株主に係る包括利益 △421 3,415

 

    （訂正後） 

（単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日 

  

  至 平成 24 年３月 31 日)   至 平成 25 年３月 31 日)

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 6,155 △7,282

  為替換算調整勘定 △14,295 34,453

  持分法適用会社に対する持分相当額 △30,986 184,704

  その他の包括利益合計 ※6 △39,126 ※6 211,874

包括利益 351,244 1,038,384

（内訳） 

  親会社株主に係る包括利益 351,666 1,034,968

  少数株主に係る包括利益 △421 3,415
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【訂正箇所】（添付資料 13 ページ） 

  ４．連結財務諸表 

   （３）連結株主資本等変動計算書 

    （訂正前） 

（単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日 

  

 至 平成 24 年３月 31 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 55,367 61,523

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,155 37,415

   当期変動額合計 6,155 37,415

  当期末残高 61,523 98,938

 

（省略） 

 

 その他の包括利益累計額合計     

  当期首残高 △181,786 △220,126

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,340 254,677

   当期変動額合計 △38,340 254,677

  当期末残高 △220,126 34,551

 

（省略） 

 

純資産合計     

 当期首残高 10,717,583 10,935,397

 当期変動額 

  剰余金の配当 △132,629 △132,609

  当期純利益 390,006 824,988

  自己株式の取得 △801 －

  持分法の適用範囲の変動 － 113,172

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,761 258,093

  当期変動額合計 217,814 1,063,645

 当期末残高 10,935,397 11,999,043
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    （訂正後） 

（単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日 

  

 至 平成 24 年３月 31 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 55,367 61,523

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,155 △7,282

   当期変動額合計 6,155 △7,282

  当期末残高 61,523 54,240

 

（省略） 

 

 その他の包括利益累計額合計     

  当期首残高 △181,786 △220,126

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,340 209,979

   当期変動額合計 △38,340 209,979

  当期末残高 △220,126 △10,146

 

（省略） 

 

純資産合計     

 当期首残高 10,717,583 10,935,397

 当期変動額 

  剰余金の配当 △132,629 △132,609

  当期純利益 390,006 824,988

  自己株式の取得 △801 －

  持分法の適用範囲の変動 － 113,172

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,761 213,395

  当期変動額合計 217,814 1,018,947

 当期末残高 10,935,397 11,954,345
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【訂正箇所】（添付資料 19 ページ） 

  ※６ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

    （訂正前） 

  

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) 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 209 千円 55,827 千円

組替調整額 － － 

税効果調整前 209 55,827 

税効果額 5,945 △18,412 

その他有価証券評価差額金 6,155 37,415 

為替換算調整勘定：     

当期発生額 △14,295 34,453 

為替換算調整勘定 △14,295 34,453 

持分法適用会社に対する持分相当額：     

当期発生額 △32,795 126,791 

組替調整額 1,809 57,912 

持分法適用会社に対する持分相当額 △30,986 184,704 

その他の包括利益合計 △39,126 256,572 

   

（訂正後） 

  

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) 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 209 千円 1,513 千円

組替調整額 － － 

税効果調整前 209 1,513 

税効果額 5,945 △8,796 

その他有価証券評価差額金 6,155 △7,282 

為替換算調整勘定：     

当期発生額 △14,295 34,453 

為替換算調整勘定 △14,295 34,453 

持分法適用会社に対する持分相当額：     

当期発生額 △32,795 126,791 

組替調整額 1,809 57,912 

持分法適用会社に対する持分相当額 △30,986 184,704 

その他の包括利益合計 △39,126 211,874 
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【訂正箇所】（添付資料 25 ページ） 

  ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

   （訂正前） 

（単位：千円）     

区分 
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） 

非上場株式 567,051 604,599 

 

（訂正後） 

（単位：千円）     

前連結会計年度 当連結会計年度 
区分 

（平成 24 年３月 31 日） （平成 25 年３月 31 日） 

非上場株式 567,051  550,285  

 

【訂正箇所】（添付資料 30 ページ） 

  （税効果会計関係） 

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

   （訂正前） 

  
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） 

繰延税金資産   

未払事業税 9,003 千円 27,977 千円 

賞与引当金 41,650 42,511 

退職給付引当金 126,531 132,418 

役員退職慰労引当金 48,646 53,340 

貸倒引当金 2,496 2,871 

その他 20,951 27,281 

繰延税金資産小計 249,280 286,401 

評価性引当額 △18,426 △22,995 

繰延税金資産合計 230,853 263,406 

繰延税金負債     

圧縮積立金 △42,070 △45,109 

その他有価証券評価差額金 △36,269 △54,591 

在外会社の留保利益 △59,376 － 

その他 △1 － 

繰延税金負債合計 △137,717 99,701 

繰延税金資産（負債）の純額 93,136 163,705 

（省略） 

前連結会計年度 当連結会計年度 
 

（平成 24 年３月 31 日） （平成 25 年３月 31 日） 

流動資産－繰延税金資産 60,985 千円 83,048 千円

固定資産－繰延税金資産 32,150  80,656  
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（訂正後） 

  
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） 

繰延税金資産   

未払事業税 9,003 千円 27,977 千円 

賞与引当金 41,650 42,511 

退職給付引当金 126,531 132,418 

役員退職慰労引当金 48,646 53,340 

貸倒引当金 2,496 2,871 

その他 20,951 47,224 

繰延税金資産小計 249,280 306,344 

評価性引当額 △18,426 △33,322 

繰延税金資産合計 230,853 273,021 

繰延税金負債     

圧縮積立金 △42,070 △45,109 

その他有価証券評価差額金 △36,269 △54,591 

在外会社の留保利益 △59,376 － 

その他 △1 － 

繰延税金負債合計 △137,717 △99,701 

繰延税金資産（負債）の純額 93,136 173,320 

（省略） 

前連結会計年度 当連結会計年度 
 

（平成 24 年３月 31 日） （平成 25 年３月 31 日） 

流動資産－繰延税金資産 60,985 千円 83,048 千円

固定資産－繰延税金資産 32,150    90,272    
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【訂正箇所】（添付資料 33 ページ） 

  （セグメント情報等） 

   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） 

    （訂正前） 

 （単位：千円）  

  報告セグメント 調整額 

  反応系製品 混合系製品 計 （注） 
合計 

（省略） 

セグメント資産 5,670,760 1,523,317 7,194,077 6,996,169 14,190,246

（省略） 

（注）（１～２ 省略） 

   ３．セグメント資産の調整額 6,996,169 千円は各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

   （４～５ 省略） 

 

    （訂正後） 

 （単位：千円）  

  報告セグメント 調整額 

  反応系製品 混合系製品 計 （注） 
合計 

（省略） 

セグメント資産 5,670,760 1,469,003 7,139,763 7,005,784 14,145,548

（省略） 

（注）（１～２ 省略） 

   ３．セグメント資産の調整額 7,005,784 千円は各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

   （４～５ 省略） 

 

【訂正箇所】（添付資料 38 ページ） 

  （１株当たり情報） 

    （訂正前） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日 項目 

 至 平成 24 年３月 31 日)  至 平成 25 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 1,646 円 68 銭 1,806 円 58 銭 

１株当たり当期純利益金額 58 円 81 銭 124 円 42 銭 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日 項目 

 至 平成 24 年３月 31 日)  至 平成 25 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 1,646 円 68 銭 1,799 円 84 銭 

１株当たり当期純利益金額 58 円 81 銭 124 円 42 銭 
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【訂正箇所】（添付資料 40、41 ページ） 

  ５．個別財務諸表 

   （１）貸借対照表 

    （訂正前） 

（単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

 （平成 24 年３月 31 日） （平成 25 年３月 31 日） 

 投資その他の資産 

  投資有価証券 252,673 903,352

  関係会社株式 1,319,492 456,547

  出資金 152 152

  従業員に対する長期貸付金 1,194 1,026

  破産更正債権等 1,870 1,822

  長期前払費用 － 9,810

  繰延税金資産 83,068 72,483

  その他 17,130 16,427

  貸倒引当金 △7,947 △7,904

  投資その他の資産合計 1,667,635 1,453,717

 固定資産合計 4,938,900 4,606,620

資産合計 13,144,322 13,906,012

 

（省略） 

 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金 61,523 98,938

  評価・換算差額等合計 61,523 98,938

 純資産合計 11,164,462 11,787,854

負債純資産合計 13,144,322 13,906,012
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（訂正後） 

（単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

 （平成 24 年３月 31 日） （平成 25 年３月 31 日） 

 投資その他の資産 

  投資有価証券 252,673 849,039

  関係会社株式 1,319,492 456,547

  出資金 152 152

  従業員に対する長期貸付金 1,194 1,026

  破産更正債権等 1,870 1,822

  長期前払費用 － 9,810

  繰延税金資産 83,068 82,099

  その他 17,130 16,427

  貸倒引当金 △7,947 △7,904

  投資その他の資産合計 1,667,635 1,409,019

 固定資産合計 4,938,900 4,561,922

資産合計 13,144,322 13,861,314

 

（省略） 

 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金 61,523 54,240

  評価・換算差額等合計 61,523 54,240

 純資産合計 11,164,462 11,743,156

負債純資産合計 13,144,322 13,861,314
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【訂正箇所】（添付資料 47 ページ） 

５．個別財務諸表 

   （３）株主資本等変動計算書 

    （訂正前） 

（単位：千円） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日 

  

  至 平成 24 年３月 31 日)  至 平成 25 年３月 31 日)

評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金     

  当期首残高 55,367 61,523

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,155 37,415

   当期変動額合計 6,155 37,415

  当期末残高 61,523 98,938

 評価・換算差額等合計     

  当期首残高 55,367 61,523

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,155 37,415

   当期変動額合計 6,155 37,415

  当期末残高 61,523 98,938

純資産合計     

 当期首残高 10,913,880 11,164,462

 当期変動額 

  剰余金の配当 △132,629 △132,609

  当期純利益 377,855 718,587

  自己株式の取得 △801 －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,155 37,415

  当期変動額合計 250,581 623,392

 当期末残高 11,164,462 11,787,854
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（訂正後） 

（単位：千円） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日 

  

  至 平成 24 年３月 31 日)  至 平成 25 年３月 31 日)

評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金     

  当期首残高 55,367 61,523

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,155 △7,282

   当期変動額合計 6,155 △7,282

  当期末残高 61,523 54,240

 評価・換算差額等合計     

  当期首残高 55,367 61,523

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,155 △7,282

   当期変動額合計 6,155 △7,282

  当期末残高 61,523 54,240

純資産合計     

 当期首残高 10,913,880 11,164,462

 当期変動額 

  剰余金の配当 △132,629 △132,609

  当期純利益 377,855 718,587

  自己株式の取得 △801 －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,155 △7,282

  当期変動額合計 250,581 578,694

 当期末残高 11,164,462 11,743,156
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【訂正箇所】（添付資料 53 ページ） 

 （税効果会計関係） 

   １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（訂正前） 

  
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） 

繰延税金資産   

未払事業税 8,521 千円 27,985 千円 

賞与引当金 38,694 39,633 

退職給付引当金 119,709 125,534 

役員退職慰労引当金 40,997 45,368 

その他 20,162 27,091 

繰延税金資産小計 228,085 265,613 

評価性引当額 △10,777 △15,024 

繰延税金資産合計 217,308 250,589 

繰延税金負債     

圧縮積立金 △42,070 △45,109 

その他有価証券評価差額金 △36,269 △54,591 

繰延税金負債合計 △78,339 △99,701 

繰延税金資産の純額 138,968 150,888 

 

（訂正後） 

  
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） 

繰延税金資産   

未払事業税 8,521 千円 27,985 千円 

賞与引当金 38,694 39,633 

退職給付引当金 119,709 125,534 

役員退職慰労引当金 40,997 45,368 

その他 20,162 47,034 

繰延税金資産小計 228,085 285,556 

評価性引当額 △10,777 △25,351 

繰延税金資産合計 217,308 260,205 

繰延税金負債     

圧縮積立金 △42,070 △45,109 

その他有価証券評価差額金 △36,269 △54,591 

繰延税金負債合計 △78,339 △99,701 

繰延税金資産の純額 138,968 160,503 
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【訂正箇所】（添付資料 54 ページ） 

  （１株当たり情報） 

    （訂正前） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日 項目 

  至 平成 24 年３月 31 日)   至 平成 25 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 1,683 円 81 銭 1,777 円 83 銭 

１株当たり当期純利益金額 56 円 98 銭 108 円 38 銭 

 

（訂正後） 

前事業年度 当事業年度 

(自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日 項目 

  至 平成 24 年３月 31 日)   至 平成 25 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 1,683 円 81 銭 1,771 円 09 銭 

１株当たり当期純利益金額 56 円 98 銭 108 円 38 銭 

 

 

 

以 上  


