
 

 
                             平成 25 年 6 月 25 日 

各   位 

会 社 名  株式会社  銀 座 山 形 屋 

代表者名   代表取締役社長 山形 政弘 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８２１５） 

問合せ先 

役職・氏名  管理部長  渡辺  光潤 

                      電   話 ０３－６６８０－８７１１ 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成 25 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正

について 

  

 当社は、平成 25 年 5 月 13 日 15 時 10 分に発表した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。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 サマリー情報 
１．平成 25 年３月期の連結業績(平成 24 年 4月 1日～平成 25 年 3月 31 日)  

 (3)連結キャッシュ・フローの状況       

【訂正前】                                 

  営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 

投資活動によるキ

ャッシュ・フロー

財務活動によるキ

ャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高 

 

25 年 3 月期 

24 年 3 月期 

百万円 

27 

△10 

百万円

101

△62

百万円

△2

△5

百万円 

746 

620 

 

【訂正後】                                 

  営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 

投資活動によるキ

ャッシュ・フロー

財務活動によるキ

ャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高 

 

25 年 3 月期 

24 年 3 月期 

百万円 

30 

△10 

百万円

102

△62

百万円

△7

△5

百万円 

746 

620 

 
（参考）個別業績の概要 
１.平成 25 年３月期の個別業績(平成 24 年 4月 1日～平成 25 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 

 

25 年 3 月期 

24 年 3 月期 

百万円 

3,289 

3,266 

百万円

2,612

2,646

％

79.4

81.0

円 銭 

151.31 

153.29 

 

【訂正後】                                 

  総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

25 年 3 月期 

24 年 3 月期 

百万円 

3,289 

3,266 

百万円

2,612

2,646

％

79.4

81.0

円 銭 

151.32 

153.29 
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1.経営成績 

     
(2) 財政状態に関する分析 

  ② キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

                ～  前       略 ～ 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは 27 百万円の増加となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 24 百万円

の計上をした事等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは 101 百万円の増加となりました。これは投資有価証券の売却による収入 98 百万

円や、差入保証金及び敷金の返還による収入 23 百万円及び貸付金の回収 34 百万円があった一方で、有形固定資産の取

得による支出 45 百万円があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主にリース債務の減少による資金の減少 2 百万円がありました。 

 

【訂正後】 

                ～  前       略 ～ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは 30 百万円の増加となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 24 百万円

の計上をした事等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは 102 百万円の増加となりました。これは投資有価証券の売却による収入 98 百万

円や、差入保証金及び敷金の返還による収入 21 百万円及び貸付金の回収 35 百万円があった一方で、有形固定資産の取

得による支出 42 百万円があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主にリース債務の返済による資金の減少 7 百万円がありました。 

 

※補足 

下記項目を追加し、連結キャッシュ・フロー計算書の一部を修正しております。 

 

（表示方法の変更） 

 (連結キャッシュ・フロー計算書)    

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」は

金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の

変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固

定資産除却損」に表示していた5,675千円は、「その他」として組み替えております。 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

（単位：千円）

   前連結会計年度 当連結会計年度 

   (自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日

    至 平成 24 年３月 31 日)  至 平成25年３月31日)

 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △215,465 24,164

  減価償却費 71,104 49,570

  減損損失 104,745 8,750

  投資有価証券売却損益（△は益） － △6,087

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,399 △37,389

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,697 △24,255

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,007 2,908

  受取利息及び配当金 △36,059 △36,122

  固定資産除却損 5,675 －

  支払利息 566 458

  売上債権の増減額（△は増加） △109,762 20,668

  たな卸資産の増減額（△は増加） 21,951 35,634

  仕入債務の増減額（△は減少） 65,958 △12,267

  その他 91,012 △17,707

  小計 △32,241 8,324

  利息及び配当金の受取額 36,073 36,122

  利息の支払額 △566 △458

  法人税等の支払額 △13,417 △16,931

  営業活動によるキャッシュ・フロー △10,152 27,057

 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   有形固定資産の取得による支出 △102,374 △45,739

  投資有価証券の取得による支出 △1,736 △1,002

  投資有価証券の売却及び償還による収入 － 98,175

  投資有価証券（投資事業組合）の払戻による収入 6,346 －

  差入保証金及び敷金の預入による支出 △11,431 △478

  差入保証金及び敷金の返還による収入 18,558 23,314

  貸付金の回収による収入 29,411 34,494

  その他 △1,111 △6,823

  投資活動によるキャッシュ・フロー △62,336 101,940

 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  自己株式の取得による支出 △58 △63

  リース債務の返済による支出 △5,729 △2,921

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,788 △2,985
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【訂正後】 

（単位：千円）

   前連結会計年度 当連結会計年度 

   (自 平成 23 年４月１日 (自 平成 24 年４月１日

    至 平成 24 年３月 31 日) 至 平成 25 年３月 31 日)

 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △215,465 24,164

  減価償却費 71,104 49,570

  減損損失 104,745 9,515

  投資有価証券売却損益（△は益） － △6,087

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,399 △37,389

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,697 △24,255

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,007 2,908

  受取利息及び配当金 △36,059 △36,122

  支払利息 566 458

  売上債権の増減額（△は増加） △109,762 20,668

  たな卸資産の増減額（△は増加） 21,951 30,634

  仕入債務の増減額（△は減少） 65,958 △12,267

  その他 96,687 △14,605

  小計 △32,241 12,191

  利息及び配当金の受取額 36,073 36,122

  利息の支払額 △566 △458

  法人税等の支払額 △13,417 △16,931

  営業活動によるキャッシュ・フロー △10,152 30,924

 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   有形固定資産の取得による支出 △102,374 △42,147

  投資有価証券の取得による支出 △1,736 △1,002

  投資有価証券の売却及び償還による収入 － 98,175

  投資有価証券（投資事業組合）の払戻による収入 6,346 －

  差入保証金及び敷金の預入による支出 △11,431 △478

  差入保証金及び敷金の返還による収入 18,558 21,252

  貸付金の回収による収入 29,411 35,294

  その他 △1,111 △8,663

  投資活動によるキャッシュ・フロー △62,336 102,431

 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  自己株式の取得による支出 △58 △63

  リース債務の返済による支出 △5,729 △7,279

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,788 △7,343
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（連結包括利益計算書関係） 

【訂正前】 
※ その他包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金：  

当期発生額 273,495千円 95,019千円

組替調整額 19 － 

税効果調整前 273,515 95,019 

税効果額 △58,910 105,529 

その他有価証券評価差額金 214,604 △10,509 

その他包括利益合計 214,604   △10,509 

 

【訂正後】 
※ その他包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金：  

当期発生額 273,495千円 42,196千円

組替調整額 19 △6,087 

税効果調整前 273,515 36,108 

税効果額 △58,910 △46,618 

その他有価証券評価差額金 214,604 △10,509 

その他包括利益合計 214,604   △10,509 

  
 （セグメント情報等） 

    【訂正前】 
 

～前略～ 

ｃ.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

前連結会計年度（自  平成23年4月1日  至  平成24年3月31日）         

                                        

(単位:千円) 

  小売事業 卸売事業 
  

受託縫製事業 
  

全社・消去 合計 

減損損失 83,528 11,006 19,068 △19,068 104,745

 ～後略～ 

 

【訂正後】 
～前略～ 

前連結会計年度（自  平成23年4月1日  至  平成24年3月31日）         

                                        

(単位:千円) 

  小売事業 卸売事業 
  

受託縫製事業 
  

全社・消去 合計 

減損損失 83,528 11,006 19,068 △8,858 104,745

～後略～                                              

 

 

以上 
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