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平成 28年９月 29日 

各 位 

会 社 名 テクノプロ・ホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 兼 CEO  西 尾 保 示 

    （コード番号：6028   東証第一部） 

問合せ先 取締役 兼 CFO      佐 藤     博 

                （TEL．03-6385-7998） 

 

 

(訂正)「平成28年６月期  決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)」の一部訂正について 
 

 

平成28年７月29日に開示いたしました「平成28年６月期  決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)」について、一部訂正がありま

したのでお知らせ致します。 

なお、訂正箇所は、下線を付して表示しております。 

 

 

１．訂正の理由 

「平成28年６月期  決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)」の発表後に、連結包括利益計算書の当連結会計年度の数値に誤り

があることが判明したため、訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

 （１）添付資料３ページ 

「１．経営成績・財政状態に関する分析（２）財政状態に関する分析 ①財政状態の状況」 

  
＜訂正前＞ 

（親会社の所有者に帰属する持分） 
当連結会計年度末における親会社の所有者に帰属する持分の残高は239億63百万円（前連結会計年度末比

19億90百万円増加）となりました。主な内訳は、資本剰余金61億58百万円（同３億66百万円減少）、利益剰

余金171億77百万円（同20億29百万円増加）等であります。 

 

＜訂正後＞ 
（親会社の所有者に帰属する持分） 

当連結会計年度末における親会社の所有者に帰属する持分の残高は239億63百万円（前連結会計年度末比

19億90百万円増加）となりました。主な内訳は、資本剰余金61億58百万円（同３億66百万円減少）、利益剰

余金171億80百万円（同20億32百万円増加）等であります。 

 
 



－ 2 － 

（２）添付資料８ページ 

「４．連結財務諸表（１）連結財政状態計算書」 
  

＜訂正前＞ 

 （単位：百万円） 

 
 

前連結会計年度 

(2015年６月30日) 

当連結会計年度 

(2016年６月30日) 

（中略）    

  資本    

   資本金  100 510 

   資本剰余金  6,525 6,158 

   利益剰余金  15,148 17,177 

   自己株式  △0 △0 

   その他の資本の構成要素  200 118 

   親会社の所有者に帰属する持分合計  21,973 23,963 

   非支配持分  0 184 

  資本合計  21,973 24,148 

 負債及び資本合計  58,778 63,634 

    

＜訂正後＞ 

 （単位：百万円） 

 
 

前連結会計年度 

(2015年６月30日) 

当連結会計年度 

(2016年６月30日) 

（中略）    

  資本    

   資本金  100 510 

   資本剰余金  6,525 6,158 

   利益剰余金  15,148 17,180 

   自己株式  △0 △0 

   その他の資本の構成要素  200 115 

   親会社の所有者に帰属する持分合計  21,973 23,963 

   非支配持分  0 184 

  資本合計  21,973 24,148 

 負債及び資本合計  58,778 63,634 

    

 
 



－ 3 － 

（３）添付資料10ページ 

「４．連結財務諸表（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書（連結包括利益計算書）」 
 

＜訂正前＞ 

（単位：百万円） 

 

 
前連結会計年度 

(自 2014年７月１日 

  至 2015年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 2015年７月１日 

  至 2016年６月30日) 

 当期利益  6,875 7,390 

 その他の包括利益    

  純損益に振り替えられることのない項目   

   その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公 
   正価値の純変動 

 － △3 

   確定給付制度の再測定  △54 △185 

  純損益に振り替えられることのない項目の純額  △54 △188 

    

  純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目   

   在外営業活動体の換算差額  78 △84 

   キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額  3 3 

  純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目

の純額  81 △81 

   その他の包括利益合計  27 △270 

 当期包括利益  6,902 7,120 

 

＜訂正後＞ 
（単位：百万円） 

 

 
前連結会計年度 

(自 2014年７月１日 

  至 2015年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 2015年７月１日 

  至 2016年６月30日) 

 当期利益  6,875 7,390 

 その他の包括利益    

  純損益に振り替えられることのない項目   

   確定給付制度の再測定  △54 △185 

  純損益に振り替えられることのない項目の純額  △54 △185 

    

  純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目   

   在外営業活動体の換算差額  78 △84 

   売却可能金融資産の公正価値の変動  － △3 

   キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額  3 3 

  純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目

の純額  81 △85 

   その他の包括利益合計  27 △270 

 当期包括利益  6,902 7,120 
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（４）添付資料11ページ 

「４．連結財務諸表（３）連結持分変動計算書 当連結会計年度（自 2015年７月１日 至 2016年６月30日）」 
 

＜訂正前＞ 
（単位：百万円） 

 

資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式 
その他の 
資本の 
構成要素 

親会社の 
所有者に 
帰属する 
持分合計 

非支配 
持分 

資本合計 

 2015年７月１日残高 100 6,525 15,148 △0 200 21,973 0 21,973 

  当期利益   7,359   7,359 31 7,390 

  その他の包括利益   △188  △81 △270 △0 △270 

 当期包括利益合計 － － 7,170 － △81 7,088 31 7,120 

           
  （中略）         

          

 所有者との取引額合計 410 △366 △5,141 △0 － △5,098 152 △4,945 

 2016年６月30日残高 510 6,158 17,177 △0 118 23,963 184 24,148 

 
＜訂正後＞ 

（単位：百万円） 
 

資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式 
その他の 
資本の 
構成要素 

親会社の 
所有者に 
帰属する 
持分合計 

非支配 
持分 

資本合計 

 2015年７月１日残高 100 6,525 15,148 △0 200 21,973 0 21,973 

  当期利益   7,359   7,359 31 7,390 

  その他の包括利益   △185  △85 △270 △0 △270 

 当期包括利益合計 － － 7,174 － △85 7,088 31 7,120 

           
  （中略）         

          

 所有者との取引額合計 410 △366 △5,141 △0 － △5,098 152 △4,945 

 2016年６月30日残高 510 6,158 17,180 △0 115 23,963 184 24,148 

 
 

以上 
 
 


