
2020年９月４日

各　位

会 社 名 住友精密工業株式会社

代表者名 代表取締役社長執行役員  髙 橋 秀 彰

（コード番号：6355　東証第１部）

問合せ先 常務執行役員　管理部長　石 丸 正 吾

（ＴＥＬ　06-6489-5816）

１．訂正の理由及び経緯

２．訂正する有価証券報告書等及び決算短信等

有価証券報告書 第70期　（自2015年４月１日　至2016年３月31日）

第71期　（自2016年４月１日　至2017年３月31日）

第72期　（自2017年４月１日　至2018年３月31日）

第73期　（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

四半期報告書 第72期第２四半期　（自2017年７月１日　至2017年９月30日）

第72期第３四半期　（自2017年10月１日　至2017年12月31日）

第73期第１四半期　（自2018年４月１日　至2018年６月30日）

第73期第２四半期　（自2018年７月１日　至2018年９月30日）

第73期第３四半期　（自2018年10月１日　至2018年12月31日）

第74期第１四半期　（自2019年４月１日　至2019年６月30日）

第74期第２四半期　（自2019年７月１日　至2019年９月30日）

第74期第３四半期　（自2019年10月１日　至2019年12月31日）

内部統制報告書 第70期　（自2015年４月１日　至2016年３月31日）

第71期　（自2016年４月１日　至2017年３月31日）

第72期　（自2017年４月１日　至2018年３月31日）

第73期　（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

決算短信 第70期　（自2015年４月１日　至2016年３月31日）

第71期　（自2016年４月１日　至2017年３月31日）

第72期　（自2017年４月１日　至2018年３月31日）

第73期　（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び

記

過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ

当社は、過年度決算の訂正を進めてまいりましたが、今般、具体的な訂正内容がまとまりましたので、下記の通

りお知らせいたします。

当社は、2020年５月12日付「2020年３月期決算発表の延期のお知らせ」のとおり、過年度の退職給付債務の会

計上の見積りに誤りが発生していること等が判明したため、過年度決算の訂正を進めてまいりました。

上記の誤謬は、経理部門の退職給付債務に関する理解不足、並びに退職金制度改定時の社内外関係先との協議

及び年金数理人への数理計算を依頼する際の業務手順が不十分であったため、退職給付会計に使用する退職給付

債務を計算する対象を網羅的に特定できていなかったこと等によるものです。



四半期決算短信 第72期第２四半期　（自2017年７月１日　至2017年９月30日）

第72期第３四半期　（自2017年10月１日　至2017年12月31日）

第73期第１四半期　（自2018年４月１日　至2018年６月30日）

第73期第２四半期　（自2018年７月１日　至2018年９月30日）

第73期第３四半期　（自2018年10月１日　至2018年12月31日）

第74期第１四半期　（自2019年４月１日　至2019年６月30日）

第74期第２四半期　（自2019年７月１日　至2019年９月30日）

第74期第３四半期　（自2019年10月１日　至2019年12月31日）

３．訂正による影響額の概要

（単位：百万円）

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額

第70期 売上高

2016年３月期 営業利益

通期 経常利益

純資産額

総資産額

第71期 売上高

2017年３月期 営業利益

通期 経常利益

純資産額

総資産額

第72期 売上高

2018年３月期 営業利益

第２四半期 経常利益

純資産額

総資産額

第72期 売上高

2018年３月期 営業利益

第３四半期 経常利益

純資産額

総資産額

第72期 売上高

2018年３月期 営業利益

通期 経常利益

純資産額

総資産額

508                 

33,649              32,080              

80,279              82,482              

 親会社株式に帰属
 する四半期純利益

 親会社株式に帰属
 する当期純利益

△1,568             

2,202               

△68                

6                   

2,048               1,979               

501                 

312                 183                 

33,196              31,428              

79,102              80,820              

47,241              47,241              

2,034               1,969               

791                 592                 

 親会社株式に帰属
 する当期純利益

 親会社株式に帰属
 する四半期純利益

1,717               

-                   

△64                

△128               

△1,768             

△141               

△42                △130               

△227               △211               

79,980              

32,356              32,356              

707                 511                 △196               

△199               

△1,603             

1,798               

-                   

32,479              30,875              

78,182              

△63                

△1,578             

1,773               

△1,488             △1,552             

32,353              30,775              

77,811              79,584              

△88                

15                  

-                   

△85                

20,650              20,650              

△56                

△51                

△52                

1,158               

 親会社株式に帰属
 する当期純利益

△1,291             

△595               △556               

33,766              32,475              

83,098              84,257              

48,096              48,096              

730                 679                 

81                  28                  

-                   

75                  

73                  

39                  

51,210              51,210              

1,349               1,424               

364                 438                 

-                   

今回の訂正に伴う過年度の連結業績への影響額は以下の通りです。



（単位：百万円）

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額

第73期 売上高

2019年３月期 営業利益

第１四半期 経常利益

純資産額

総資産額

第73期 売上高

2019年３月期 営業利益

第２四半期 経常利益

純資産額

総資産額

第73期 売上高

2019年３月期 営業利益

第３四半期 経常利益

純資産額

総資産額

第73期 売上高

2019年３月期 営業利益

通期 経常利益

純資産額

総資産額

第74期 売上高

2020年３月期 営業利益

第１四半期 経常利益

純資産額

総資産額

第74期 売上高

2020年３月期 営業利益

第２四半期 経常利益

純資産額

総資産額

第74期 売上高

2020年３月期 営業利益

第３四半期 経常利益

純資産額

総資産額

以　上

33,533              33,533              

1,735               1,696               

1,914               1,873               

411                 

33,856              32,212              

77,672              79,958              

249                 247                 

33,358              31,767              

77,637              79,899              

20,686              20,686              

2,273               

 親会社株式に帰属
 する四半期純利益

△62                

△1,727             

4,309               4,246               

33,893              32,166              

81,585              83,858              

△60                

△61                

2,189               

-                   

79,316              81,505              

38,755              38,755              

4,232               4,172               

4,205               4,143               

 親会社株式に帰属
 する四半期純利益

△33                

△1,674             

△27                

△25                

2,288               2,260               

2,100               2,075               

1,352               1,319               

31,210              29,535              

2,270               

-                   

 親会社株式に帰属
 する四半期純利益

△5                 

△1,634             

831                 825                 

30,885              29,251              

80,909              83,179              

24,935              24,935              

17                  

17                  

2,333               

-                   

81,345              83,678              

12,913              12,913              

1,325               1,342               

1,227               1,245               

 親会社株式に帰属
 する当期純利益

△108               

△1,610             

△189               

△194               

2,580               2,390               

2,687               2,493               

△2,252             △2,360             

30,234              28,624              

2,233               

-                   

 親会社株式に帰属
 する四半期純利益

△48                

△1,675             

48,990              48,990              

△39                

△41                

△2,490             △2,539             

30,123              28,448              

80,757              82,991              

 親会社株式に帰属
 する四半期純利益

-                   

△1,644             

2,285               

△21                

△23                

△17                

△18                

10,320              10,277              

548                 530                 

511                 493                 

△37                

2,261               

-                   

△2                 

△1,590             

△42                

934                 911                 

448                 

659                 637                 

 親会社株式に帰属
 する四半期純利益


