
 

平成 26 年 6 月 5 日 

各位 

上場会社名  日本製罐株式会社 

代表者    代表取締役社長 城座 隆夫 

（コード番号：5905、東証第二部） 

                          

問合せ責任者 取締役経理部長 井上 淳嗣 

（ＴＥＬ．048-665-1257） 

 

 

（訂正・数値データの訂正）「平成 26 年３月期 決算短信［日本基準］（非連結）」の一部訂正について 

 

 

 平成 26 年４月 25 日 15 時に発表いたしました「平成 26 年３月期 決算短信［日本基準］（非連結）」

につきまして、下記の訂正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おります。 

 

記 

【訂正理由】 

  関連会社の利益の変更を含むその他の変更があった為 

【訂正箇所】 

  １．サマリー情報 

   （参考）持分投資損益 

   （訂正前） 

    26 年３月期 4 百万円  25 年３月期 △88 百万円 

   （訂正後） 

    26 年３月期 2 百万円  25 年３月期 △88 百万円 
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    ３．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25年３月31日） （平成26年３月31日）

（省略） 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 1,286,150 1,828,245

   賃貸不動産 1,500,938 1,535,730

    減価償却累計額 △ 732,950 △ 767,652

    賃貸不動産（純額） 767,987 768,078

   関係会社株式 1,059,995 1,059,995

   出資金 850 850

   従業員に対する長期貸付金 2,420 1,700

   長期前払費用 4,572 8,923

   その他 2,142 2,160

   投資その他の資産合計 3,124,117 3,669,953

（以下省略） 

   

（訂正後） 

（単位：千円） 

      前事業年度 当事業年度 

      （平成25年３月31日） （平成26年３月31日）

（省略） 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 1,286,150 1,828,245

   賃貸不動産 1,500,938 1,535,730

 減価償却累計額 △ 732,950 △ 767,652

 賃貸不動産（純額） 767,987 768,078

関係会社株式 1,059,995 1,059,995

出資金 850 850

従業員に対する長期貸付金 2,420 1,700

長期前払費用 4,572 8,923

破産更生債権等 － 2,466

その他 2,142 2,160

貸倒引当金 － △ 2,466

投資その他の資産合計 3,124,117 3,669,953

（以下省略） 
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 財務諸表に関する注記事項（貸借対照表関係） 

 （訂正前） 

担保債務は次のとおりであります。 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成 25 年３月 31 日） （平成 26 年３月 31 日） 

 短期借入金 403,400 千円 490,800 千円 

 １年内返済予定の長期借入金 730,565 782,565 

 長期借入金 2,032,200 1,811,800 

計 3,166,165   3,085,165   

 

 （訂正後） 

担保債務は次のとおりであります。 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成 25 年３月 31 日） （平成 26 年３月 31 日） 

 短期借入金 403,400 千円 490,800 千円 

 １年内返済予定の長期借入金 730,565 780,340 

 長期借入金 2,032,200 1,811,800 

計 3,166,165   3,082,940   
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    財務諸表に関する注記事項（有価証券関係）３．その他有価証券 

   （訂正前） 

当事業年度（平成 26 年３月 31 日） 

  種類 
貸借対照表計上額 

取得原価（千円） 差額（千円）
（千円） 

貸借対照

表計上額

が取得原

価を超え

るもの 

(1)株式 1,698,186 415,456 1,282,730

(2)債権       

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

小計 1,698,186 415,456 1,282,730

貸借対照

表計上額

が取得原

価を超え

ないもの 

(1)株式 96,634 105,838 △ 9,204

(2)債権       

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

小計 96,634 105,838 △ 9,204

合計 1,794,820 521,294 127,326
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     （訂正後） 

当事業年度（平成 26 年３月 31 日） 

  種類 
貸借対照表計上額 

取得原価（千円） 差額（千円）
（千円） 

貸借対照

表計上額

が取得原

価を超え

るもの 

(1)株式 1,698,186 415,456 1,282,730

(2)債権       

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

小計 1,698,186 415,456 1,282,730

貸借対照

表計上額

が取得原

価を超え

ないもの 

(1)株式 96,634 105,838 △ 9,204

(2)債権       

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

小計 96,634 105,838 △ 9,204

合計 1,794,820 521,294 1,273,526
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    財務諸表に関する注記事項（持分法損益等） 

  （訂正前） 

  前事業年度 当事業年度 

（自平成 24 年４月１日 （自平成 25 年４月１日 

     至平成 25 年３月 31 日）    至平成26年３月31日）

関連会社に対する投資の金額 1,059,995 千円 1,059,995 千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 472,398 476,665

持分法を適用した場合の投資利益の金額 △ 88,096 4,567

 

  （訂正後） 

  前事業年度 当事業年度 

（自平成 24 年４月１日 （自平成 25 年４月１日 

     至平成 25 年３月 31 日）    至平成26年３月31日）

関連会社に対する投資の金額 1,059,995 千円 1,059,995 千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 472,398 475,347

持分法を適用した場合の投資利益の金額 △ 88,096 2,948

 

 

 

以上 
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