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平成24年5月15日 

各  位 

 

会 社 名 東洋シヤッター株式会社 

代 表 者 名 取締役社長  岡田 敏夫 

（コード番号５９３６ 東・大 第１部） 

問 合 せ先 常務執行役員経営企画統括部長 

丸山 明雄 

（ TEL 06-4705-2125 ） 

 

  

(訂正・数値データ訂正) 

「平成24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24年5月14日に発表いたしました「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容の一

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、訂正箇所につきましては下

線を付して表示しております。  

記 

 

【訂正箇所】 

 

４．連結財務諸表 （8）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 

＜訂正前＞ 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 ８百万円 

組替調整額 △３百万円 

 税効果調整前 ４百万円 

 税効果額 △２百万円 

 その他有価証券評価差額金 ２百万円 

  その他の包括利益合計 ２百万円 

 

＜訂正後＞ 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 ８百万円 

組替調整額 △３百万円 

 税効果調整前 ４百万円 

 税効果額 △２百万円 

 その他有価証券評価差額金 １百万円 

  その他の包括利益合計 １百万円 

 

 

 

 

TSWS1562
FASF



 

 - 2 -

５．個別財務諸表 （１）貸借対照表 

＜訂正前＞  

 （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         前事業年度 

(平成23年３月31日) 

当事業年度 

(平成24年３月31日) 

資産の部 

（省略） 

負債の部 

（省略） 

 

純資産の部 

    

  株主資本     

    資本金 2,024 2,024
    資本剰余金     

      資本準備金 186 186
      その他資本剰余金 0 0
      資本剰余金合計 186 186
    利益剰余金     

      利益準備金 81 81
      その他利益剰余金     

        繰越利益剰余金 2,606 2,819
      利益剰余金合計 2,687 2,819
    自己株式 △37 △37
    株主資本合計 4,860 5,074
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 3 5
    評価・換算差額等合計 3 5
  純資産合計 4,863 5,079

負債純資産合計 14,493 15,361
         



 

 - 3 -

＜訂正後＞ 

 （単位：百万円） 

         前事業年度 

(平成23年３月31日) 

当事業年度 

(平成24年３月31日) 

資産の部 

（省略） 

負債の部 

（省略） 

 

純資産の部 

    

  株主資本     

    資本金 2,024 2,024
    資本剰余金     

      資本準備金 186 186
      その他資本剰余金 0 0
      資本剰余金合計 186 186
    利益剰余金     

      利益準備金 81 81
      その他利益剰余金     

        繰越利益剰余金 2,606 2,819
      利益剰余金合計 2,687 2,901
    自己株式 △37 △37
    株主資本合計 4,860 5,074
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 3 5
    評価・換算差額等合計 3 5
  純資産合計 4,863 5,079

負債純資産合計 14,493 15,361
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５．個別財務諸表（３）株主資本等変動計算書 

 ＜訂正前＞ 

（単位：百万円） 

            
前事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本     

  資本金 

（省略） 
    

  資本剰余金 

（省略） 
    

  利益剰余金     

    利益準備金     

      当期首残高 81 81
      当期末残高 81 81
    その他利益剰余金     

      繰越利益剰余金     

        当期首残高 3,585 2,606
        当期変動額     

          当期純利益又は当期純損失（△） △979 213
          当期変動額合計 △979 213
        当期末残高 2,606 2,819
    利益剰余金合計     

      当期首残高 3,667 2,687
      当期変動額     

        当期純利益又は当期純損失（△） △979 213
        当期変動額合計 △979 213
      当期末残高 2,687 2,819

  自己株式 

（以下省略） 
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＜訂正後＞ 

  （単位：百万円） 

           
前事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本     

  資本金 

（省略） 
    

  資本剰余金 

（省略） 
    

  利益剰余金     

    利益準備金     

      当期首残高 81 81
      当期末残高 81 81
    その他利益剰余金     

      繰越利益剰余金     

        当期首残高 3,585 2,606
        当期変動額     

          当期純利益又は当期純損失（△） △979 213
          当期変動額合計 △979 213
        当期末残高 2,606 2,819
    利益剰余金合計     

      当期首残高 3,667 2,687
      当期変動額     

        当期純利益又は当期純損失（△） △979 213
        当期変動額合計 △979 213
      当期末残高 2,687 2,901

  自己株式 

（以下省略） 
    

                

 

 

以上 


