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2019 年５月 21 日 

各 位                         

会社名 東京鐵鋼株式会社 

代表者名 代表取締役社長 吉原 毎文 

 （コード：5445、東証第１部） 

問合せ先 取締役常務執行役員 柴田 隆夫 

 （TEL. 03‐5276‐9701） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019 年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」 

 

 当社は、2019年５月７日 14時00分に発表しました表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせ

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。 

 

１． 訂正の理由 

「2019 年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の発表後に、一部誤りが判明したため訂正いたします。 

 

２． 訂正の内容 

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。 

 

サマリー情報 

１．2019 年３月期の連結業績（2018 年４月１日～2019 年３月 31 日） 

（１）連結経営成績 

（訂正前） 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年３月期 337.40 ― 8.3 5.7 0.9

2018年３月期 △107.60 ― △2.7 △1.6 △1.5

 

（訂正後） 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年３月期 337.59 ― 8.3 5.7 0.9

2018年３月期 △107.60 ― △2.7 △1.6 △1.5
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３．2020 年３月期の連結業績予想（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日） 

（訂正前） 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 31,000 △4.9 1,000 ― 1,000 △53.9 700 △59.6 75.13

通 期 63,000 △2.2 3,000 422.4 3,000 △8.1 2,000 △36.4 214.66

 

（訂正後） 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 31,000 △4.9 1,000 ― 1,000 △53.9 700 △59.6 75.18

通 期 63,000 △2.2 3,000 422.4 3,000 △8.1 2,000 △36.4 214.79

 

※ 注記事項 

（３）発行済株式数（普通株式） 

（訂正前） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2019年３月期 9,365,305株 2018年３月期 9,365,305株

② 期末自己株式数 2019年３月期 38,211株 2018年３月期 60,490株

③ 期中平均株式数 2019年３月期 9,316,889株 2018年３月期 9,294,938株

 

（訂正後） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2019年３月期 9,365,305株 2018年３月期 9,365,305株

② 期末自己株式数 2019年３月期 38,211株 2018年３月期 60,490株

③ 期中平均株式数 2019年３月期 9,311,540株 2018年３月期 9,294,938株

 

(参考) 個別業績の概要 

１．2019 年３月期の個別業績（2018 年４月１日～2019 年３月 31 日） 

（２）個別財政状態 

（訂正前） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

2019年３月期 52,460 34,150 65.1 3,661.40

2018年３月期 51,948 33,566 64.6 3,607.47

 

（訂正後） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

2019年３月期 52,460 34,150 65.1 3,658.92

2018年３月期 51,948 33,566 64.6 3,607.47
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添付資料 15 ページ 

(１株当たり情報) 

（訂正前） 

 
前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 
至 2019年３月31日) 

１株当たり純資産額 3,930.17円 4,214.05円

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
△107.60円 337.40円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 当社は、2017年10月１日付で株式併合(５株を１株に併合)を実施しており、前連結会計年度の期首に当該株

式併合が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失

金額及び普通株式の期中平均株式数を算定しております。 

３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自2017年４月１日 
至2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2018年４月１日 
至2019年３月31日) 

親会社株主に帰属する当期純利益又は 
親会社株主に帰属する当期純損失（△）(百万円) 

△1,000 3,143 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る親会社株主に帰属する 
当期純利益又は 
普通株式に係る親会社株主に帰属する 
当期純損失（△）(百万円) 

△1,000 3,143 

普通株式の期中平均株式数(株) 9,294,938 9,316,889 

 

４ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 
前連結会計年度末 
(2018年３月31日) 

当連結会計年度末 
(2019年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 36,622 39,361 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 52 56 

(うち非支配株主持分(百万円)) (52) (56)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 36,569 39,304 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 

普通株式の数(株) 
9,304,815 9,327,094 

 

５ 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益金額

又は１株当たり当期純損失金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、

また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。 

  １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式

数は前連結会計年度39,538株、当連結会計年度16,840株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当

該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度29,300株、当連結会計年度6,321株であります。 
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（訂正後） 

 
前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 
至 2019年３月31日) 

１株当たり純資産額 3,930.17円 4,214.05円

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
△107.60円 337.59円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 当社は、2017年10月１日付で株式併合(５株を１株に併合)を実施しており、前連結会計年度の期首に当該株

式併合が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失

金額及び普通株式の期中平均株式数を算定しております。 

３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自2017年４月１日 
至2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自2018年４月１日 
至2019年３月31日) 

親会社株主に帰属する当期純利益又は 
親会社株主に帰属する当期純損失（△）(百万円) 

△1,000 3,143 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る親会社株主に帰属する 
当期純利益又は 
普通株式に係る親会社株主に帰属する 
当期純損失（△）(百万円) 

△1,000 3,143 

普通株式の期中平均株式数(株) 9,294,938 9,311,540 

 

４ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 
前連結会計年度末 
(2018年３月31日) 

当連結会計年度末 
(2019年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 36,622 39,361 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 52 56 

(うち非支配株主持分(百万円)) (52) (56)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 36,569 39,304 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 

普通株式の数(株) 
9,304,815 9,327,094 

 

５ 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益金額

又は１株当たり当期純損失金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、

また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。 

  １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式

数は前連結会計年度39,538株、当連結会計年度16,354株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当

該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度29,300株であります。 

 

以 上 


