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平成 26 年５月 22 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 御 園 座 

代表者名 代表取締役社長 長 谷 川 栄 胤 

（コード番号 ９６６４ 名証第２部）

問合せ先  執行役員管理部長 増井 敏樹 

TEL  （０５２）２２２－８２０２ 

 

（訂正・数値データ訂正あり）修正後発事象に係る「平成 26 年３月期 決算短

信〔日本基準〕(連結)」一部訂正のお知らせ 

 

当社は、平成 26 年 5 月 15 日に発表した「平成 26 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」

において「重要な後発事象」に記載したように、租税特別措置法に基づく「特定の資産の

買換えの場合等の課税の特例」の適用の可否が未確定であるため、連結財務諸表の法人税、

住民税及び事業税並びに関連する勘定科目に特例適用を行った場合の影響を織り込んでい

ないものの、平成 26 年３月期連結会計年度の連結損益計算書の影響額の見込みとして、下

記を公表いたしました。 

（単位：千円） 

勘定科目 5 月 15 日公表 

「決算短信」 

a 

「重要な後発事象」 

で示した影響額 

b 

左記を勘案した 

見込み額（*） 

c=a+b 

営業損失 △333,764 3,456 △330,308 

経常損失 △509,116 3,456 △505,660 

税金等調整前当期純利益 2,976,872 3,456 2,980,328 

法人税、住民税及び事業税 121,358 △56,633 64,725 

法人税等調整額 195 248,291 248,486 

当期純利益 2,851,242 △188,200 2,663,042 

（*）「重要な後発事象」には開示しておりません。 

 

5 月 15 日に公表しました後、関係各位との調整を行うとともに、改めて計数を精査いた

しましたことを踏まえ、本日、「重要な後発事象」でお知らせした内容の一部修正を含め、

お知らせいたします。 
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記 

 

１．5 月 15 日に公表した決算短信「重要な後発事象」における影響額の精査結果 

（単位：千円） 

勘定科目 5 月 15 日公表 

「決算短信」 

a 

「重要な後発事象」 

で示した影響額 

b 

精査後の 

影響額 

c 

差異 

 

d=c-b 

営業損失 △333,764 3,456 4,473 1,017 

経常損失 △509,116 3,456 4,473 1,017 

税金等調整前当期純利益 2,976,872 3,456 4,473 1,017 

法人税、住民税及び事業税 121,358 △56,633 △73,282 △16,649 

法人税等調整額 195 248,291 321,282 72,991 

当期純利益 2,851,242 △188,200 △243,527 △55,327 

 

 

２．「影響額」を変更する理由 

圧縮記帳の基礎となる数字の取り違えがあったことが、決算短信を公表した後の精査の過

程で判明いたしました。 

 

３．決算短信の訂正内容について 

5 月 15 日に公表した決算短信に訂正が発生する部分を、下記の通り、頁順に開示いたし

ます。また、訂正を反映した決算短信全文を添付いたします。（訂正箇所には下線を付して

おります。） 
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（注）訂正箇所には下線を付しております。 

 

頁 タイトル 勘定科目 金額（単位：百万円）

訂正後 訂正前 差異

サマリー情報 １頁 １．平成26年3月期の連結業績

(1)連結経営成績 営業利益 △ 329 △ 333 4

経常利益 △ 504 △ 509 4

当期純利益 2,607 2,851 △ 243

1株当たり当期純利益 72円09銭 78円82銭 △6円73銭

自己資本当期純利益率 61.6% 64.1% △ 2.5%

総資産経常利益率 △ 11.3% △ 11.4% 0.1%

売上高営業利益率 △ 53.5% △ 54.2% 0.7%

(2)連結財政状態 純資産 4,233 4,476 △ 243

自己資本比率 89.0% 94.1% △ 5.1%

1株当たり純資産 86円04銭 90円99銭 △4円95銭

（参考）自己資本 4,233 4,476 △ 243

サマリー情報 ２頁 （参考）個別業績の概要

１．平成26年3月期の個別業績

(1)個別経営成績 営業利益 △ 332 △ 337 4

経常利益 △ 509 △ 513 4

当期純利益 2,525 2,768 △ 243

1株当たり当期純利益 69円80銭 76円53銭 △6円73銭

(2)個別財政状態 純資産 4,153 4,397 △ 243

自己資本比率 87.1% 92.2% △ 5.1%

1株当たり純資産 84円42銭 89円37銭 △4円95銭

（参考）自己資本 4,153 4,397 △ 243

頁 タイトル 訂正後 訂正前

2 １．経営成績・財政状態に関する分析
(1)経営成績に関する分析

①当期の概況 利益面では、営業損失３億２千９百万円
（前年同期は営業利益２億５千６百万円）、
経常損失５億４百万円（前年同期は経常利

益２億６百万円）、当期純利益26億７百万
円（前年同期は当期純損失13億８千１百万

円）となりました。

利益面では、営業損失３億３千３百万円
（前年同期は営業利益２億５千６百万円）、
経常損失５億９百万円（前年同期は経常利

益２億６百万円）、当期純利益28億５千１百
万円（前年同期は当期純損失13億８千１百

万円）となりました。
3 (2)財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
（負債の部） 流動負債の残高は、１億７千７百万円とな

り、51億６千２百万円（96.6％）の減少となり
ました。

流動負債の残高は、２億５千４百万円とな

り、50億８千４百万円（95.2％）の減少となり
ました。

固定負債の残高は、３億４千５百万円とな

り、６千３百万円（15.4％）の減少となりまし
た。この主な要因は、長期預り保証金が３

億５千７百万円減少したものの、繰延税金
負債が３億２千１百万円増加したことによる

ものであります。

固定負債の残高は、２千４百万円となり、３

億８千４百万円（94.1％）の減少となりまし
た。この主な要因は、長期預り保証金が３

億５千７百万円減少したことによるものであ
ります。

（純資産の部） 純資産の部の合計は、42億３千３百万円
（前連結会計年度末はマイナス16億４百万

円）となり、58億３千７百万円の増加となり
ました。この主な要因は、資本金が16億７

千１百万円、資本剰余金が16億７千１百万
円、利益剰余金26億７百万円増加したこと

によるものであります。

純資産の部の合計は、44億７千６百万円
（前連結会計年度末はマイナス16億４百万

円）となり、60億８千万円の増加となりまし
た。この主な要因は、資本金が16億７千１

百万円、資本剰余金が16億７千１百万円、
利益剰余金28億５千万円増加したことによ

るものであります。
②キャッシュフローの状況

【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29億８千１百万
円（前年同期は税金等調整前当期純損失
13億７千７百万円）を計上、

税金等調整前当期純利益29億７千６百万
円（前年同期は税金等調整前当期純損失
13億７千７百万円）を計上、

4 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 平成26年３月期自己資本比率　89.0％ 平成26年３月期自己資本比率　94.1％
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（注）訂正箇所には下線を付しております。 

頁 タイトル 勘定科目 金額（単位：千円）

訂正後 訂正前 差異

7 ３．連結財務諸表

(1)連結貸借対照表

8 未払法人税等 57,385 135,141 △ 77,755

流動負債合計 177,224 254,980 △ 77,755

繰延税金負債 321,640 358 321,281

固定負債合計 345,565 24,283 321,281

負債合計 522,790 279,264 243,525

利益剰余金 151,121 394,646 △ 243,525

株主資本合計 4,225,215 4,468,741 △ 243,525

純資産合計 4,233,350 4,476,876 △ 243,525

9 (2)連結損益計算書及び連結包括

利益計算書

連結損益計算書 販売費及び一般管理費 289,287 293,761 △ 4,473

営業利益はまたは営業損失（△） △ 329,291 △ 333,764 4,473

経常利益はまたは経常損失（△） △ 504,643 △ 509,116 4,473

税金等調整前当期純利益又は税金

等調整前当期純損失（△）

2,981,345 2,976,872 4,473

法人税、住民税及び事業税 48,075 121,358 △ 73,282

法人税等調整額 321,477 195 321,281

法人税等合計 369,552 121,553 247,999

少数株主損益調整前当期純利益又

は少数株主損益調整前当期純損失

（△）

2,611,792 2,855,318 △ 243,525

当期純利益又は当期純損失（△） 2,607,716 2,851,242 △ 243,525

10 連結包括利益計算書 少数株主損益調整前当期純利益又

は少数株主損益調整前当期純損失

（△）(*)

2,611,792 2,855,318 △ 243,525

包括利益 2,612,211 2,855,737 △ 243,525

親会社株式に係る包括利益 2,608,135 2,851,661 △ 243,525
(*)5/15発表決算短信では「少数株主損益調整前当期純損失（△）」としておりましたが、勘定科目自体を訂正いたします。

頁 タイトル 項目 金額（単位：千円）

訂正後 訂正前 差異

11 (3)連結株主資本等変動計算書

12 当連結会計年度

利益剰余金 株主資本合計 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 純資産合計

当期純利益 2,607,716 2,607,716 2,607,716 2,851,242 2,851,242 2,851,242 △ 243,525 △ 243,525 △ 243,525

当期変動額合計 2,607,123 5,949,593 5,837,434 2,850,649 6,193,119 6,080,960 △ 243,525 △ 243,525 △ 243,525

当期末残高 151,121 4,225,215 4,233,350 394,646 4,468,741 4,476,876 △ 243,525 △ 243,525 △ 243,525

頁 タイトル 勘定科目 金額（単位：千円）

訂正後 訂正前 差異

13 (４)連結キャッシュ・フロー計算書

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（△）

2,981,345 2,976,872 4,473

その他 △ 364,808 △ 351,161 △ 13,646

小計 △ 1,090,699 △ 1,081,527 △ 9,172

法人税等の支払額 △ 7,557 △ 16,730 9,172

頁 タイトル 項目 金額（単位：千円）

訂正後 訂正前 差異

19 （セグメント情報等）

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

20 当連結会計年度 調整額（注１） 連結財務諸表 調整額（注１） 連結財務諸表 調整額（注１） 連結財務諸表

セグメント損失（△） △ 209,291 △ 329,291 △ 213,765 △ 333,764 4,473 4,473

（注） （注）１（１）セグメント利益又

は損失の調整額△209,291千

円は、各報告セグメントに配

分していない全社費用であり

ます。

（注）１（１）セグメント利益又

は損失の調整額△213,765千

円は、各報告セグメントに配

分していない全社費用であり

ます。
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（注）訂正箇所には下線を付しております。 

 

以上 

 

頁 タイトル 項目 金額（単位：千円）

訂正後 訂正前 差異

21 （１株当たり情報） 1株当たり純資産額 86円04銭 90円99銭 △4円95銭

1株当たり当期純利益金額 72円09銭 78円82銭 △6円73銭

純資産の部の合計額 4,233,350 4,476,876 △ 243,525
普通株式に係る期末の純資産額 4,233,350 4,476,876 △ 243,525

当期純利益金額又は当期

純損失金額（△）

2,607,716 2,851,242 △ 243,525

普通株式に係る当期純利

益金額又は当期純損失金

額（△）

2,607,716 2,851,242 △ 243,525

頁 タイトル 訂正後 訂正前

22 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 １．概要

　　当社グループは、・・・

～

３．今後の見通し

　　・・・修正開示を致します。
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