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平成 29年８月４日 

各  位 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

過年度の決算短信等の訂正及び有価証券報告書等の訂正報告書の提出予定に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成29年７月18日付「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明のお知らせ」にて公

表いたしました通り、本日、過年度の訂正決算短信等を開示いたしましたので、下記の通りお知ら

せいたします。 

なお、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書につきましては、平成29年８月10日に提出を予定

しております。 

 

記 

 

１． 訂正の経緯及び理由 

訂正の経緯及び理由につきましては、平成 29年７月 18日公表の「過年度の連結財務諸表等に

関する誤謬の判明のお知らせ」をご参照ください。 

 

 

２． 本日開示した訂正決算短信等 

平成25年３月期（第21期） 

第１四半期決算短信 （自 平成24年４月１日  至 平成24年６月30日） 

第２四半期決算短信 （自 平成24年４月１日  至 平成24年９月30日） 

第３四半期決算短信 （自 平成24年４月１日  至 平成24年12月31日） 

決算短信      （自 平成24年４月１日  至 平成25年３月31日） 

平成26年３月期（第22期） 

第１四半期決算短信 （自 平成25年４月１日  至 平成25年６月30日） 

第２四半期決算短信 （自 平成25年４月１日  至 平成25年９月30日） 

第３四半期決算短信 （自 平成25年４月１日  至 平成25年12月31日） 

決算短信      （自 平成25年４月１日  至 平成26年３月31日） 

平成27年３月期（第23期） 

第１四半期決算短信 （自 平成26年４月１日  至 平成26年６月30日） 

第２四半期決算短信 （自 平成26年４月１日  至 平成26年９月30日） 

第３四半期決算短信 （自 平成26年４月１日  至 平成26年12月31日） 

決算短信      （自 平成26年４月１日  至 平成27年３月31日） 

 

 

 

 

会 社 名 株式会社ＪＰホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 荻 田 和 宏 

（コード番号：2749 東証第一部） 

問合せ先 管理部長 松 宮 美 佳 

（TEL 052－933－5419） 
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平成28年３月期（第24期） 

第１四半期決算短信 （自 平成27年４月１日  至 平成27年６月30日） 

第２四半期決算短信 （自 平成27年４月１日  至 平成27年９月30日） 

第３四半期決算短信 （自 平成27年４月１日  至 平成27年12月31日） 

決算短信      （自 平成27年４月１日  至 平成28年３月31日） 

平成29年３月期（第25期） 

第１四半期決算短信 （自 平成28年４月１日  至 平成28年６月30日） 

第２四半期決算短信 （自 平成28年４月１日  至 平成28年９月30日） 

第３四半期決算短信 （自 平成28年４月１日  至 平成28年12月31日） 

決算短信      （自 平成28年４月１日  至 平成29年３月31日） 

 

 

３． 後日提出予定の訂正有価証券報告書等 

平成25年３月期（第21期） 

第１四半期報告書 （自 平成24年４月１日  至 平成24年６月30日） 

第２四半期報告書 （自 平成24年７月１日  至 平成24年９月30日） 

第３四半期報告書 （自 平成24年10月１日  至 平成24年12月31日） 

有価証券報告書  （自 平成24年４月１日  至 平成25年３月31日） 

平成26年３月期（第22期） 

第１四半期報告書 （自 平成25年４月１日  至 平成25年６月30日） 

第２四半期報告書 （自 平成25年７月１日  至 平成25年９月30日） 

第３四半期報告書 （自 平成25年10月１日  至 平成25年12月31日） 

有価証券報告書  （自 平成25年４月１日  至 平成26年３月31日） 

平成27年３月期（第23期） 

第１四半期報告書 （自 平成26年４月１日  至 平成26年６月30日） 

第２四半期報告書 （自 平成26年７月１日  至 平成26年９月30日） 

第３四半期報告書 （自 平成26年10月１日  至 平成26年12月31日） 

有価証券報告書  （自 平成26年４月１日  至 平成27年３月31日） 

平成28年３月期（第24期） 

第１四半期報告書 （自 平成27年４月１日  至 平成27年６月30日） 

第２四半期報告書 （自 平成27年７月１日  至 平成27年９月30日） 

第３四半期報告書 （自 平成27年10月１日  至 平成27年12月31日） 

有価証券報告書  （自 平成27年４月１日  至 平成28年３月31日） 

平成29年３月期（第25期） 

第１四半期報告書 （自 平成28年４月１日  至 平成28年６月30日） 

第２四半期報告書 （自 平成28年７月１日  至 平成28年９月30日） 

第３四半期報告書 （自 平成28年10月１日  至 平成28年12月31日） 

有価証券報告書  （自 平成28年４月１日  至 平成29年３月31日） 
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４． 訂正による過年度業績への影響額 

今回の訂正に伴う対象期間の業績への影響額の概要は以下の通りです。 

 

【連結財務諸表】 

（単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第21期 

平成25年３月期 

第１四半期 

営業利益 230,729 214,224 △16,504 

経常利益 253,919 237,414 △16,504 

四半期純利益 159,321 148,578 △10,743 

純資産 3,886,903 3,876,160 △10,743 

総資産 9,580,124 9,563,660 △16,464 

第21期 

平成25年３月期 

第２四半期 

営業利益 644,395 617,187 △27,207 

経常利益 672,377 645,170 △27,207 

四半期純利益 404,692 386,982 △17,709 

純資産 4,133,786 4,116,077 △17,709 

総資産 9,452,396 9,425,255 △27,140 

第21期 

平成25年３月期 

第３四半期 

営業利益 1,087,399 1,048,323 △39,075 

経常利益 1,121,119 1,082,043 △39,075 

四半期純利益 663,343 637,907 △25,435 

純資産 4,394,350 4,368,914 △25,435 

総資産 9,780,312 9,756,439 △23,873 

第21期 

平成25年３月期 

通期 

営業利益 1,336,341 1,285,905 △50,435 

経常利益 1,375,581 1,325,146 △50,435 

当期純利益 750,583 717,753 △32,830 

純資産 4,485,476 4,452,646 △32,830 

総資産 10,926,671 10,876,358 △50,312 
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（単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第22期 

平成26年３月期 

第１四半期 

営業利益 203,216 186,525 △16,690 

経常利益 322,337 305,647 △16,690 

四半期純利益 197,780 187,038 △10,741 

純資産 4,418,327 4,374,755 △43,571 

総資産 12,021,057 11,978,363 △42,694 

第22期 

平成26年３月期 

第２四半期 

営業利益 626,164 595,434 △30,730 

経常利益 752,472 721,742 △30,730 

四半期純利益 449,068 429,290 △19,778 

純資産 4,671,147 4,618,539 △52,608 

総資産 11,428,472 11,350,271 △78,200 

第22期 

平成26年３月期 

第３四半期 

営業利益 1,062,192 1,019,484 △42,708 

経常利益 1,196,495 1,153,786 △42,708 

四半期純利益 698,842 671,354 △27,487 

純資産 4,933,848 4,873,530 △60,317 

総資産 13,380,863 13,287,755 △93,108 

第22期 

平成26年３月期 

通期 

営業利益 1,288,593 1,234,188 △54,405 

経常利益 1,514,623 1,460,218 △54,405 

当期純利益 872,380 837,365 △35,015 

純資産 5,102,204 5,034,358 △67,845 

総資産 13,626,208 13,521,380 △104,828 
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（単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第23期 

平成27年３月期 

第１四半期 

営業利益 219,374 195,743 △23,630 

経常利益 255,830 232,199 △23,630 

四半期純利益 180,322 158,799 △21,522 

純資産 4,978,331 4,888,963 △89,368 

総資産 16,971,626 16,837,277 △134,349 

第23期 

平成27年３月期 

第２四半期 

営業利益 548,948 504,754 △44,193 

経常利益 611,072 566,879 △44,193 

四半期純利益 388,958 353,821 △35,136 

純資産 5,214,601 5,111,619 △102,982 

総資産 18,947,060 18,831,422 △115,638 

第23期 

平成27年３月期 

第３四半期 

営業利益 1,117,657 1,051,329 △66,328 

経常利益 1,197,587 1,131,259 △66,328 

四半期純利益 753,875 704,083 △49,792 

純資産 5,616,926 5,499,289 △117,637 

総資産 18,856,331 18,688,807 △167,523 

第23期 

平成27年３月期 

通期 

営業利益 1,431,609 1,345,985 △85,624 

経常利益 1,636,131 1,550,507 △85,624 

当期純利益 1,003,631 904,404 △99,226 

純資産 5,774,006 5,606,934 △167,072 

総資産 19,115,401 18,882,363 △233,037 
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（単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第24期 

平成28年３月期 

第１四半期 

営業利益 248,845 210,594 △38,250 

経常利益 280,135 241,884 △38,250 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

197,094 182,004 △15,089 

純資産 5,639,261 5,457,099 △182,162 

総資産 17,859,712 17,710,212 △149,500 

第24期 

平成28年３月期 

第２四半期 

営業利益 588,171 528,908 △59,262 

経常利益 637,470 578,207 △59,262 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

419,208 397,539 △21,668 

純資産 5,830,036 5,641,294 △188,741 

総資産 16,819,554 16,619,130 △200,424 

第24期 

平成28年３月期 

第３四半期 

営業利益 1,064,374 984,198 △80,175 

経常利益 1,136,480 1,056,305 △80,175 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

697,636 667,951 △29,685 

純資産 6,091,886 5,895,128 △196,757 

総資産 19,166,864 19,017,588 △149,276 

第24期 

平成28年３月期 

通期 

営業利益 1,834,970 1,732,411 △102,559 

経常利益 1,884,295 1,781,735 △102,559 

親会社株主に帰

属する当期純利

益 

1,195,416 1,071,805 △123,610 

純資産 6,570,420 6,279,737 △290,683 

総資産 21,519,046 21,126,721 △392,325 
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（単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第25期 

平成29年３月期 

第１四半期 

売上高 5,424,869 5,424,630 △238 

営業利益 99,427 70,512 △28,915 

経常利益 138,559 109,643 △28,915 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

81,013 62,051 △18,961 

純資産 6,282,401 5,972,756 △309,644 

総資産 21,974,069 21,846,811 △127,258 

第25期 

平成29年３月期 

第２四半期 

売上高 10,973,462 10,973,025 △436 

営業利益 351,224 299,051 △52,173 

経常利益 437,142 384,969 △52,173 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

279,513 245,300 △34,213 

純資産 6,587,269 6,262,373 △324,896 

総資産 22,296,454 22,153,634 △142,819 

第25期 

平成29年３月期 

第３四半期 

売上高 16,720,891 16,720,268 △623 

営業利益 743,619 669,700 △73,919 

経常利益 883,151 809,232 △73,919 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

514,853 466,381 △48,472 

純資産 6,950,803 6,611,647 △339,156 

総資産 25,822,558 25,650,623 △171,935 

第25期 

平成29年３月期 

通期 

売上高 22,800,084 22,799,279 △805 

営業利益 1,263,984 1,168,927 △95,056 

経常利益 1,445,908 1,350,851 △95,056 

親会社株主に帰

属する当期純利

益 

677,737 661,473 △16,264 

純資産 7,161,328 6,854,381 △306,947 

総資産 24,191,477 24,002,078 △189,398 

以 上 


