
 

                                             

平成 25年５月 23日 

各      位 

会 社 名 アトミクス 株式会社 

代表者名  代表取締役社長 小林 和幸 

（コード番号 4625） 

問合せ先 管理統括部長  冨士田 学 

電話 03-5297-1801 

 

（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 

 

当社は、平成 25年５月 15 日に発表しました「平成 25年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につい

て、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせします。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、訂正箇所には下線を付しています。 

                        

記 

１．訂正箇所 

 (１)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．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） 
（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 10,993 4.5 393 14.4 431 25.2 227 63.5 
24年３月期 10,516 3.7 343 65.9 344 76.6 139 570.0  

(注) 包括利益 25年３月期 273 百万円( 87.1 ％)  24年３月期 146 百万円( ― ％) 

 

【訂正後】 

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） 
（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 10,993 4.5 393 14.4 431 25.2 227 63.5 
24年３月期 10,516 3.7 343 65.9 344 76.6 139 570.0  

(注) 包括利益 25年３月期 301 百万円( 105.7 ％)  24年３月期 146 百万円( ― ％) 
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（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) 

少数株主損益調整前当期純利益 139,358 227,825 

その他の包括利益 
  

 
その他有価証券評価差額金 9,575 29,245 

 
為替換算調整勘定 △2,545 16,764 

 
その他の包括利益合計 ※5 7,029 ※5 46,010 

包括利益 146,388 273,835 

（内訳） 
  

 
親会社株主に係る包括利益 146,388 273,835 

 
少数株主に係る包括利益 － － 

    

 
 
【訂正後】 

(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) 

少数株主損益調整前当期純利益 139,358 227,825 

その他の包括利益 
  

 
その他有価証券評価差額金 9,575 29,245 

 
為替換算調整勘定 △2,545 44,102 

 
その他の包括利益合計 ※5 7,029 ※5 73,347 

包括利益 146,388 301,172 

（内訳） 
  

 
親会社株主に係る包括利益 146,388 301,172 

 
少数株主に係る包括利益 － － 
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 （5）連結財務諸表に関する注記事項  

（連結損益及び包括利益計算書関係） 
【訂正前】 
※５ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
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 8,101千円 45,890千円 

  組替調整額 ―千円 ―千円 

    税効果調整前 8,101千円 45,890千円 

    税効果額 1,474千円 △16,644千円 

 その他有価証券評価差額金 9,575千円 29,245千円 

為替換算調整勘定   

  当期発生額 △2,545千円 30,433千円 

  組替調整額 ―千円 △22,111千円 

    税効果調整前 △2,545千円 8,321千円 

    税効果額 ―千円 8,442千円 

      為替換算調整勘定 △2,545千円 16,764千円 

その他の包括利益合計 7,029千円 46,010千円 

 
【訂正後】 
※５ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
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 8,101千円 45,890千円 

  組替調整額 ―千円 ―千円 

    税効果調整前 8,101千円 45,890千円 

    税効果額 1,474千円 △16,644千円 

 その他有価証券評価差額金 9,575千円 29,245千円 

為替換算調整勘定   

  当期発生額 △2,545千円 30,433千円 

  組替調整額 ―千円 22,111千円 

    税効果調整前 △2,545千円 52,544千円 

    税効果額 ―千円 △8,442千円 

      為替換算調整勘定 △2,545千円 44,102千円 

その他の包括利益合計 7,029千円 73,347千円 

 
２．訂正の理由 
 平成 25 年５月 15 日に発表しました「平成 25年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」の連結損益及び 
包括利益計算書における、その他の包括利益の為替換算調整勘定の数値を間違えたため、訂正するもの 
です。 

以 上 
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