
 

平成 27 年 8 月 12 日 

各 位 

会 社 名  ティアック株式会社 

代表者名  取締役社長  英 裕治 

（コード番号  6803  東証第 1 部） 

問合せ先  財務部長 吉村邦彦 

（TEL 042－356－9178） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 28 年３月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の 

一部訂正について 
 

当社は、平成 27 年 8 月 6 日に発表いたしました「平成 28 年３月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」

の記載事項に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。訂正箇所には下線を付し

て表示しております。 

 

１．訂正の理由 

「平成 28 年３月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の提出後に、記載に誤りがあることが判明し

ましたので、これを訂正いたします。 

 

２．訂正の内容 

[サマリー情報] 

【訂正前】 

１．平成28年３月期第１四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年６月30日） 
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益 

親会社の 

所有者に帰属する 

四半期利益 

四半期包括利益

合計額 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第１四半期 4,555 7.8 △337 － △384 － △397 － △392 － △306 －

27年３月期第１四半期 4,227 － △545 － △618 － △617 － △609 － △740 －

 

 
基本的１株当たり 

四半期利益 

希薄化後１株当たり 

四半期利益 

 円 銭 円 銭

28年３月期第１四半期 △1.36 －

27年３月期第１四半期 △2.11 －
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【訂正後】 

１．平成28年３月期第１四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年６月30日） 
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益 

親会社の 

所有者に帰属する 

四半期利益 

四半期包括利益

合計額 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第１四半期 4,555 7.8 △363 － △410 － △423 － △417 － △306 －

27年３月期第１四半期 4,227 － △545 － △618 － △617 － △609 － △740 －

 

 
基本的１株当たり 

四半期利益 

希薄化後１株当たり 

四半期利益 

 円 銭 円 銭

28年３月期第１四半期 △1.45 －

27年３月期第１四半期 △2.11 －

 

 

添付書類 2ページ 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

【訂正前】 

（省略） 

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上収益は4,555百万円（前年同期比7.8％増）、営業損失は337

百万円（前年同期営業損失545百万円）、四半期損失は397百万円（前年同期四半期損失617百万円）となりました。 

 

【訂正後】 

（省略） 

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上収益は4,555百万円（前年同期比7.8％増）、営業損失は363

百万円（前年同期営業損失545百万円）、四半期損失は423百万円（前年同期四半期損失617百万円）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

【訂正前】 

（省略） 

（資本合計） 

当第１四半期連結会計期間末における資本合計は、1,736百万円と前連結会計年度末と比較して306百万円減少しまし

た。主な増減は、利益剰余金の減少392百万円であります。 

 

【訂正後】 

（省略） 

（資本合計） 

当第１四半期連結会計期間末における資本合計は、1,736百万円と前連結会計年度末と比較して306百万円減少しまし

た。主な増減は、利益剰余金の減少417百万円であります。 
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３．要約四半期連結財務諸表 

（１）要約四半期連結財政状態計算書 

【訂正前】 

（単位：百万円）

 注記 
IFRS移行日 

(2014年４月1日） 
前連結会計年度 

（2015年３月31日） 
 

当第１四半期 
連結会計期間 

（2015年６月30日）

（中略）    

資本     

資本金  6,000 6,000  6,000

資本剰余金  74 74  74

自己株式  △109 △118  △118

利益剰余金  476 △1,265  △1,657

利益剰余金（IFRS移行時の累積換

算差額） 
 △3,430 △3,430  △3,430

その他の資本の構成要素  △17 742  834

 

【訂正後】 

（単位：百万円）

 注記 
IFRS移行日 

(2014年４月1日） 
前連結会計年度 

（2015年３月31日） 
 

当第１四半期 
連結会計期間 

（2015年６月30日）

（中略）     

資本     

資本金  6,000 6,000  6,000

資本剰余金  74 74  74

自己株式  △109 △118  △118

利益剰余金  476 △1,265  △1,683

利益剰余金（IFRS移行時の累積換

算差額） 
 △3,430 △3,430  △3,430

その他の資本の構成要素  △17 742  859
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（２）要約四半期連結損益計算書 

【訂正前】 

（単位：百万円） 

 注記 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2014年４月１日 

至 2014年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2015年４月１日 

至 2015年６月30日） 

（中略）   

その他の損益  38  32

個別開示項目前営業利益（△損失）  △503  △337

個別開示項目  △41  －

営業利益（△損失）  △545  △337

   

税引前四半期利益（△損失）  △618  △384

四半期利益(△損失)  △617  △397

   

四半期利益の帰属先：   

親会社の所有者  △609  △392

（中略）   

合計  △617  △397

   

１株当たり四半期利益 （８）  

基本的１株当たり四半期利益（円）  △2.11  △1.36

（中略）   

 

【訂正後】 

（単位：百万円） 

 注記 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2014年４月１日 

至 2014年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2015年４月１日 

至 2015年６月30日） 

（中略）   

その他の損益  38  7

個別開示項目前営業利益（△損失）  △503  △363

個別開示項目  △41  －

営業利益（△損失）  △545  △363

   

税引前四半期利益（△損失）  △618  △410

四半期利益(△損失)  △617  △423

   

四半期利益の帰属先：   

親会社の所有者  △609  △417

（中略）   

合計  △617  △423

   

１株当たり四半期利益 （８）  

基本的１株当たり四半期利益（円）  △2.11  △1.45

（中略）   
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（３）要約四半期連結包括利益計算書 

【訂正前】 

（単位：百万円） 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2014年４月１日 

至 2014年６月30日） 

 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2015年４月１日 

至 2015年６月30日） 

四半期利益（△損失） △617  △397

（中略）  

純損益への組替えが求められる項目  

（中略）  

売却可能金融資産 △44  △21

純損失への組替えが求められる項目合計 △123  92

その他の包括利益（税引後） △123  92

（中略）   

 

【訂正後】 

（単位：百万円） 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2014年４月１日 

至 2014年６月30日） 

 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2015年４月１日 

至 2015年６月30日） 

四半期利益（△損失） △617  △423

（中略）  

純損益への組替えが求められる項目  

（中略）  

売却可能金融資産 △44  5

純損失への組替えが求められる項目合計 △123  117

その他の包括利益（税引後） △123  117

（中略）   
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（４）要約四半期連結持分変動計算書 

【訂正前】 

当第１四半期連結累計期間（自 2015年４月１日 至 2015年６月30日） 

（単位：百万円) 

 
注記 

番号 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

利益剰余金

（IFRS移行

時の累積

換算差額）

その他の

資本の 

構成要素

合計 

2015年４月１日残高  6,000 74 △118 △1,265 △3,430 742 2,002 40 2,043

四半期包括利益      

四半期利益    △392 △392 △6 △397

その他の包括利益    92 92  92

四半期包括利益合計  － － － △392 － 92 △300 △6 △306

自己株式の取得    △0 △0  △0

2015年６月30日残高  6,000 74 △118 △1,657 △3,430 834 1,702 35 1,736

 

【訂正後】 

当第１四半期連結累計期間（自 2015年４月１日 至 2015年６月30日） 

（単位：百万円) 

 
注記 

番号 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

利益剰余金

（IFRS移行

時の累積

換算差額）

その他の

資本の 

構成要素

合計 

2015年４月１日残高  6,000 74 △118 △1,265 △3,430 742 2,002 40 2,043

四半期包括利益      

四半期利益    △417 △417 △6 △423

その他の包括利益    117 117  117

四半期包括利益合計  － － － △417 － 117 △300 △6 △306

自己株式の取得    △0 △0  △0

2015年６月30日残高  6,000 74 △118 △1,683 △3,430 859 1,702 35 1,736
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（７）セグメント情報 

(b）報告セグメントに関する情報 

【訂正前】 

当第１四半期連結累計期間（自 2015年４月１日 至 2015年６月30日） 

（単位：百万円） 

 報告セグメント 
その他 全社 合計 

音響機器事業 情報機器事業 合計 

外部顧客への売上収益 2,725 1,583 4,309 247 － 4,555

セグメント間の内部売上収益

又は振替高 
  －

計 2,725 1,583 4,309 247 － 4,555

営業利益（△損失） △108 67 △41 △8 △288 △337

金融費用純額 － － － － － △61

持分法による投資利益（△損

失） 
－ － － － － 14

税引前四半期利益（△損失） － － － － － △384

法人所得税費用 － － － － － △13

四半期利益（△損失） － － － － － △397

 

【訂正後】 

当第１四半期連結累計期間（自 2015年４月１日 至 2015年６月30日） 

（単位：百万円） 

 報告セグメント 
その他 全社 合計 

音響機器事業 情報機器事業 合計 

外部顧客への売上収益 2,725 1,583 4,309 247 － 4,555

セグメント間の内部売上収益

又は振替高 
  －

計 2,725 1,583 4,309 247 － 4,555

営業利益（△損失） △108 67 △41 △8 △314 △363

金融費用純額 － － － － － △61

持分法による投資利益（△損

失） 
－ － － － － 14

税引前四半期利益（△損失） － － － － － △410

法人所得税費用 － － － － － △13

四半期利益（△損失） － － － － － △423
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（８）1株当たり四半期利益 

【訂正前】  

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2014年４月１日 

至 2014年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2015年４月１日 

至 2015年６月30日） 

四半期利益（親会社の所有者に帰属） △609百万円 △392百万円

期中平均普通株式数 288,298千株 288,166千株

基本的１株当たり四半期利益 △2.11円 △1.36円

 

【訂正後】  

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 2014年４月１日 

至 2014年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 2015年４月１日 

至 2015年６月30日） 

四半期利益（親会社の所有者に帰属） △609百万円 △417百万円

期中平均普通株式数 288,298千株 288,166千株

基本的１株当たり四半期利益 △2.11円 △1.45円
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