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平成 26 年５月 23 日 

各 位 

会 社 名  株式会社オートウェーブ 

代表者名 代表取締役社長 廣岡 大介 

（コード:2666、JASDAQ） 

問合せ先 取締役法務・IR 室長 廣岡 耕平 

（TEL.043‐250‐2669） 

 

（訂正・数値データ訂正）平成 26 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 26 年５月９日 16 時 10 分に発表いたしました「平成 26 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

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（ＸＢＲＬ）も再提出いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

訂正理由  

 連結財務諸表の「商品及び製品」並びに「販売費及び一般管理費」に集計上の誤りがあり、また、「１．経

営成績・財政状態に関する分析（2）財政状態に関する分析①資産、負債及び純資産の状況」の記載に「連結

財務諸表」からの転記の誤りがありましたので、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書等の

関連箇所の訂正を行うものであります。 

 

以 上 
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□サマリー情報 

【訂正前】 

（百万円未満切捨て） 

1.平成 26 年 3 月期の連結業績（平成 25 年 4月 1日～平成 26 年 3月 31 日） 

（1）連結経営成績                                                                   （％表示は対前期増減率） 

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

26年3月期 10,483 △ 6.2 139 △ 47.1 231 △ 28.8 170 △ 68.6

25年3月期 11,172 △ 3.6 264 91.2 325 76.2 544 475.5

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

（注）包括利益  26 年 3 月期 170 百万円（△68.6％）  25 年 3 月期 544 百万円（475.5％） 

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 % % %

26年3月期 11.83 ― 6.9 2.4 1.3

25年3月期 37.68 ― 25.6 3.3 2.4  
（参考）持分法投資損益  26 年 3 月期 ―百万円  25 年 3 月期 ―百万円 

 
（2）連結財政状態  

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

26年3月期 9,637 2,566 26.6 177.58

25年3月期 9,814 2,395 24.4 165.74  
（参考）自己資本  26 年 3 月期 2,566 百万円  25 年 3 月期 2,395 百万円 

 

3.平成 27 年 3 月期の連結業績予想（平成 26 年 4 月 1日～平成 27 年 3月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 
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） 4,644 △ 1.2 △ 49 ― △ 27 ― △ 22 ― △1.55

通期 10,094 △ 3.7 191 37.4 240 3.9 240 41.2 16.68

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 
 

【訂正後】 

（百万円未満切捨て） 

1.平成 26 年 3 月期の連結業績（平成 25 年 4月 1日～平成 26 年 3月 31 日） 

（1）連結経営成績                                                                   （％表示は対前期増減率） 

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

26年3月期 10,483 △ 6.2 133 △ 49.6 225 △ 30.9 164 △ 69.7

25年3月期 11,172 △ 3.6 264 91.2 325 76.2 544 475.5

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

（注）包括利益  26 年 3 月期 164 百万円（△69.7％）  25 年 3 月期 544 百万円（475.5％） 

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 % % %

26年3月期 11.40 ― 6.6 2.3 1.3

25年3月期 37.68 ― 25.6 3.3 2.4  
（参考）持分法投資損益  26 年 3 月期 ―百万円  25 年 3 月期 ―百万円 

 
（2）連結財政状態  

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

26年3月期 9,633 2,559 26.6 177.14

25年3月期 9,814 2,395 24.4 165.74  
（参考）自己資本  26 年 3 月期 2,559 百万円  25 年 3 月期 2,395 百万円 

 

3.平成 27 年 3 月期の連結業績予想（平成 26 年 4 月 1日～平成 27 年 3月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 
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） 4,644 △ 1.2 △ 49 ― △ 27 ― △ 22 ― △1.55

通期 10,094 △ 3.7 191 43.6 240 6.7 240 46.3 16.68

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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【訂正前】 

 

1.平成 26 年 3 月期の個別業績（平成 25 年 4月 1日～平成 26 年 3月 31 日） 

（1）個別経営成績                                                                    （％表示は対前期増減率） 

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

26年3月期 10,431 △ 6.1 177 △ 34.2 266 △ 18.4 194 △ 64.5

25年3月期 11,115 △ 3.6 268 81.0 327 69.7 547 406.1

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 
 

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

円  銭 円  銭

26年3月期 13.45 ―

25年3月期 37.91 ―  
 
（2）個別財政状態  

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

26年3月期 9,616 2,564 26.7 177.47

25年3月期 9,788 2,370 24.2 164.03  
（参考）自己資本  26 年 3 月期 2,564 百万円  25 年 3 月期 2,370 百万円 

 

2.平成 27 年 3 月期の個別業績予想（平成 26 年 4 月 1日～平成 27 年 3月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 
1株当たり当期

純利益

百万円 % 百万円 % 百万円 % 円　銭

第2四半期（累計） 4,629 △ 1.0 △ 20 ― △ 15 ― △ 1.06

通期 10,061 △ 3.5 239 △ 10.2 240 △ 23.7 16.67

売上高 経常利益 当期純利益

 
 

【訂正後】 

 

1.平成 26 年 3 月期の個別業績（平成 25 年 4月 1日～平成 26 年 3月 31 日） 

（1）個別経営成績                                                                    （％表示は対前期増減率） 

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

26年3月期 10,431 △ 6.1 170 △ 36.6 260 △ 20.4 188 △ 65.7

25年3月期 11,115 △ 3.6 268 81.0 327 69.7 547 406.1

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 
 

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

円  銭 円  銭

26年3月期 13.01 ―

25年3月期 37.91 ―  
 

（2）個別財政状態  
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

26年3月期 9,612 2,558 26.6 177.04

25年3月期 9,788 2,370 24.2 164.03  
（参考）自己資本  26 年 3 月期 2,558 百万円  25 年 3 月期 2,370 百万円 

 

2.平成 27 年 3 月期の個別業績予想（平成 26 年 4 月 1日～平成 27 年 3月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 
1株当たり当期

純利益

百万円 % 百万円 % 百万円 % 円　銭

第2四半期（累計） 4,629 △ 1.0 △ 20 ― △ 15 ― △ 1.06

通期 10,061 △ 3.5 239 △ 8.1 240 △ 27.7 16.67

売上高 経常利益 当期純利益
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□添付資料 

２ページ 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当期の経営成績 

【訂正前】 

 

≪省略≫ 

商品別の売上高につきましては、板金・塗装や洗車事業、車販売・買取につきましては前期実績を上回り堅調に推

移し、また、記録的な積雪の影響等もありスタッドレスタイヤやチェーンなどの冬季関連商品が前期実績を大きく上

回りました。しかしながら、その他の商品につきましては前期実績に至りませんでした。一方、売上総利益率につき

ましては、商品構成の変化、工賃売上の増加により33.5％と、前期比1.3ポイント上昇いたしました。 

以上の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は10,483百万円（前期比6.2％減）、営業利益は139百万

円（前期比47.1％減）、経常利益は231百万円（前期比28.8％減）、当期純利益は170百万円（前期比68.6％減）となり

ました。 

 

 【訂正後】 

 

≪省略≫ 

商品別の売上高につきましては、板金・塗装や洗車事業、車販売・買取につきましては前期実績を上回り堅調に推

移し、また、記録的な積雪の影響等もありスタッドレスタイヤやチェーンなどの冬季関連商品が前期実績を大きく上

回りました。しかしながら、その他の商品につきましては前期実績に至りませんでした。一方、売上総利益率につき

ましては、商品構成の変化、工賃売上の増加により33.4％と、前期比1.2ポイント上昇いたしました。 

以上の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は10,483百万円（前期比6.2％減）、営業利益は133百万

円（前期比49.6％減）、経常利益は225百万円（前期比30.9％減）、当期純利益は164百万円（前期比69.7％減）となり

ました。 

 

 

②次期の見通し 

【訂正前】 

 

カー用品業界におきましては、カーユーザーの消費節約志向や若者のクルマ離れなど、引き続き市場縮小傾向が続

くものと思われます。 

その様な厳しい事業環境の中、当社グループでは「中期経営計画2013」をさらに発展させ、新たに「中期経営計画

2014」を策定し、経営基盤の強化に取り組んでまいりたいと考えております。 

収益性の向上については、車検・整備、板金・塗装といったメンテナンスサービスと、タイヤ交換などの消耗品の

提供を更に注力することで、売上総利益率を改善して収益性の向上を目指します。また、地域ごとの競争環境に合わ

せた売場作りで商品とピットサービスの提供を行ない、並びに、顧客満足度の向上を図ってまいります。 

また、引き続き経費削減を徹底するとともに、在庫管理の徹底とロスの防止、並びに、保有資産の有効活用を図り、

売上高は10,094百万円（前期比3.7％減）、営業利益191百万円（前期比37.4％増）、経常利益240百万円（前期比3.9％

増）、当期純利益240百万円（前期比41.2％増）を見込んでおります。 

 

【訂正後】 

 

カー用品業界におきましては、カーユーザーの消費節約志向や若者のクルマ離れなど、引き続き市場縮小傾向が続

くものと思われます。 

その様な厳しい事業環境の中、当社グループでは「中期経営計画2013」をさらに発展させ、新たに「中期経営計画

2014」を策定し、経営基盤の強化に取り組んでまいりたいと考えております。 

収益性の向上については、車検・整備、板金・塗装といったメンテナンスサービスと、タイヤ交換などの消耗品の

提供を更に注力することで、売上総利益率を改善して収益性の向上を目指します。また、地域ごとの競争環境に合わ

せた売場作りで商品とピットサービスの提供を行ない、並びに、顧客満足度の向上を図ってまいります。 

また、引き続き経費削減を徹底するとともに、在庫管理の徹底とロスの防止、並びに、保有資産の有効活用を図り、

売上高は10,094百万円（前期比3.7％減）、営業利益191百万円（前期比43.6％増）、経常利益240百万円（前期比6.7％

増）、当期純利益240百万円（前期比46.3％増）を見込んでおります。 
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（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

【訂正前】 

 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末対比23百万円（1.1％）減少し、2,092百万円となりました。これは主として、未

収入金の減少等によるその他流動資産の減少203百万円、繰延税金資産の減少6百万円等があった一方、たな卸資産

の増加70百万円、売上債権の増加61百万円等があったことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末対比154百万円（2.0％）減少し、7,544百万円となりました。これは主として、有

形固定資産及び無形固定資産の減価償却による205百万円の減少、営業保証金等の回収による敷金及び保証金の減少

62百万円等があったことによるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末対比177百万円（1.8％）減少し、9,637百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末対比26百万円（2.5％）減少し、1,052百万円となりました。これは主として、未

払法人税等の減少38百万円等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末対比321百万円（5.1％）減少し、6,018百万円となりました。これは主として、長

期借入金257百万円の減少、長期預り敷金保証金67百万円の減少等によるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末対比348百万円（4.7％）減少し、7,070百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末対比170百万円（7.1％）増加し、2,566百万円となりました。 

 

【訂正後】 

 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末対比45百万円（2.2％）減少し、2,070百万円となりました。これは主として、未

収入金の減少等によるその他流動資産の減少203百万円、繰延税金資産の減少6百万円等があった一方、たな卸資産

の増加66百万円、売上債権の増加42百万円等があったことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末対比135百万円（1.8％）減少し、7,562百万円となりました。これは主として、有

形固定資産及び無形固定資産の減価償却による205百万円の減少、営業保証金等の回収による敷金及び保証金の減少

62百万円等があったことによるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末対比181百万円（1.9％）減少し、9,633百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末対比24百万円（2.3％）減少し、1,054百万円となりました。これは主として、未

払法人税等の減少38百万円等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末対比321百万円（5.1％）減少し、6,018百万円となりました。これは主として、長

期借入金257百万円の減少、長期預り敷金保証金67百万円の減少等によるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末対比346百万円（4.7％）減少し、7,073百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末対比164百万円（6.9％）増加し、2,559百万円となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 

 ≪省略≫ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、201百万円（前期は360百万円の収入）となりました。資金の主な増加項目は、

減価償却費205百万円、税金等調整前当期純利益193百万円であり、資金の主な減少項目は、利息の支払額112百万円、

たな卸資産の増加75百万円であります。 

  

【訂正後】 

 

 ≪省略≫ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、201百万円（前期は360百万円の収入）となりました。資金の主な増加項目は、

減価償却費205百万円、税金等調整前当期純利益186百万円であり、資金の主な減少項目は、利息の支払額112百万円、

たな卸資産の増加71百万円であります。 

 

       

    

（4）事業等のリスク 

【訂正前】 

 

 当連結会計年度において、新たな事業等のリスクの発生又は、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについて、重要な変更が生じております。なお、文中における将来に関する事項につきましては、当連結会

計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 ①有利子負債の依存度について 

 当企業グループは、平成26年３月末現在、総資産額に対する長期借入金、１年内返済予定の長期借入金の割合は、

46.9％となっており、借入先金融機関との金融支援の内容によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

【訂正後】 

 

 当連結会計年度において、新たな事業等のリスクの発生又は、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについて、重要な変更が生じております。なお、文中における将来に関する事項につきましては、当連結会

計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

① 有利子負債の依存度について 

 当企業グループは、平成26年３月末現在、総資産額に対する長期借入金、１年内返済予定の長期借入金の割合は、

47.0％となっており、借入先金融機関との金融支援の内容によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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７ページ ４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

【訂正前】 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 525,710 573,120

受取手形及び売掛金 350,435 393,359

商品及び製品 711,776 782,436

繰延税金資産 112,536 105,762

その他 427,918 224,708

貸倒引当金 △11,899 △4,492

流動資産合計 2,116,478 2,074,895

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※１ 5,388,144 ※１ 5,394,920

減価償却累計額 △2,409,402 △2,523,999

建物及び構築物（純額） 2,978,741 2,870,921

機械装置及び運搬具 140,351 164,196

減価償却累計額 △95,172 △110,574

機械装置及び運搬具（純額） 45,178 53,621

工具、器具及び備品 345,054 380,976

減価償却累計額 △322,897 △331,487

工具、器具及び備品（純額） 22,156 49,489

土地 ※１ 2,512,186 ※１ 2,512,186

その他 － 13,464

減価償却累計額 － △3,111

その他（純額） － 10,352

有形固定資産合計 5,558,263 5,496,571

無形固定資産 

その他 40,937 42,206

無形固定資産合計 40,937 42,206

投資その他の資産 

敷金及び保証金 1,959,439 1,897,034

長期貸付金 141,591 120,423

繰延税金資産 236 169

その他 26,308 53,223

貸倒引当金 △28,695 △47,517

投資その他の資産合計 2,098,880 2,023,332

固定資産合計 7,698,081 7,562,110

繰延資産 

株式交付費 139 63

繰延資産合計 139 63

資産合計 9,814,699 9,637,069
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 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 450,103 448,862

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 52,040 ※１ 50,000

未払法人税等 45,976 7,424

賞与引当金 5,920 5,350

建物等除却損失引当金 31,688 －

固定資産撤去費用引当金 － 3,150

ポイント引当金 13,308 10,510

その他 480,262 527,109

流動負債合計 1,079,298 1,052,406

固定負債 

長期借入金 ※１ 4,731,051 ※１ 4,473,121

繰延税金負債 64,529 61,725

長期預り敷金保証金 1,058,312 990,555

長期前受収益 97,541 87,787

長期リース資産減損勘定 2,317 －

資産除去債務 382,006 388,925

その他 4,515 16,422

固定負債合計 6,340,273 6,018,538

負債合計 7,419,571 7,070,944

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,451,175 1,451,175

資本剰余金 1,611,819 1,611,819

利益剰余金 △667,711 △496,713

自己株式 △155 △155

株主資本合計 2,395,127 2,566,124

純資産合計 2,395,127 2,566,124

負債純資産合計 9,814,699 9,637,069
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【訂正後】 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 525,710 573,120

受取手形及び売掛金 350,435 393,359

商品及び製品 711,776 778,458

繰延税金資産 112,536 105,740

その他 427,918 224,708

貸倒引当金 △11,899 △4,492

流動資産合計 2,116,478 2,070,895

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※１ 5,388,144 ※１ 5,394,920

減価償却累計額 △2,409,402 △2,523,999

建物及び構築物（純額） 2,978,741 2,870,921

機械装置及び運搬具 140,351 164,196

減価償却累計額 △95,172 △110,574

機械装置及び運搬具（純額） 45,178 53,621

工具、器具及び備品 345,054 380,976

減価償却累計額 △322,897 △331,487

工具、器具及び備品（純額） 22,156 49,489

土地 ※１ 2,512,186 ※１ 2,512,186

その他 － 13,464

減価償却累計額 － △3,111

その他（純額） － 10,352

有形固定資産合計 5,558,263 5,496,571

無形固定資産 

その他 40,937 42,206

無形固定資産合計 40,937 42,206

投資その他の資産 

敷金及び保証金 1,959,439 1,897,034

長期貸付金 141,591 120,423

繰延税金資産 236 169

その他 26,308 53,223

貸倒引当金 △28,695 △47,517

投資その他の資産合計 2,098,880 2,023,332

固定資産合計 7,698,081 7,562,110

繰延資産 

株式交付費 139 63

繰延資産合計 139 63

資産合計 9,814,699 9,633,069
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 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 450,103 448,862

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 52,040 ※１ 50,000

未払法人税等 45,976 7,113

賞与引当金 5,920 5,350

建物等除却損失引当金 31,688 －

固定資産撤去費用引当金 － 3,150

ポイント引当金 13,308 10,517

その他 480,262 529,709

流動負債合計 1,079,298 1,054,702

固定負債 

長期借入金 ※１ 4,731,051 ※１ 4,473,121

繰延税金負債 64,529 61,725

長期預り敷金保証金 1,058,312 990,555

長期前受収益 97,541 87,787

長期リース資産減損勘定 2,317 －

資産除去債務 382,006 388,925

その他 4,515 16,422

固定負債合計 6,340,273 6,018,538

負債合計 7,419,571 7,073,240

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,451,175 1,451,175

資本剰余金 1,611,819 1,611,819

利益剰余金 △667,711 △503,009

自己株式 △155 △155

株主資本合計 2,395,127 2,559,829

純資産合計 2,395,127 2,559,829

負債純資産合計 9,814,699 9,633,069
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（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） 

【訂正前】 

 (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

売上高 11,172,001 10,483,216

売上原価 ※４ 7,634,928 ※４ 7,034,382

売上総利益 3,537,073 3,448,833

販売費及び一般管理費 ※１ 3,273,049 ※１ 3,309,118

営業利益 264,024 139,715

営業外収益 

受取利息 5,339 5,484

受取配当金 － 3,072

受取手数料 106,718 114,897

廃棄物リサイクル収入 37,283 44,250

その他 42,418 34,844

営業外収益合計 191,760 202,549

営業外費用 

支払利息 115,623 109,722

その他 14,562 865

営業外費用合計 130,186 110,588

経常利益 325,598 231,676

特別利益 

転貸損失引当金戻入額 40,800 －

訴訟損失引当金戻入額 2,317 －

資産除去債務戻入額 22,297 －

違約金収入 111,000 －

特別利益合計 176,415 －

特別損失 

固定資産除却損 ※２ 4,049 ※２ 9,607

建物等除却損失引当金繰入額 31,688 －

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 3,150

減損損失 ※３ 1,109 ※３ 1,197

子会社清算損 － 24,195

特別損失合計 36,846 38,149

税金等調整前当期純利益 465,166 193,526

法人税、住民税及び事業税 37,591 18,491

過年度法人税等戻入額 △3,454 －

法人税等調整額 △113,404 4,038

法人税等合計 △79,267 22,529

少数株主損益調整前当期純利益 544,433 170,997

当期純利益 544,433 170,997
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【訂正後】 

 (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

売上高 11,172,001 10,483,216

売上原価 ※４ 7,634,928 ※４ 7,038,360

売上総利益 3,537,073 3,444,856

販売費及び一般管理費 ※１ 3,273,049 ※１ 3,311,708

営業利益 264,024 133,147

営業外収益 

受取利息 5,339 5,484

受取配当金 － 3,072

受取手数料 106,718 114,897

廃棄物リサイクル収入 37,283 44,250

その他 42,418 34,844

営業外収益合計 191,760 202,549

営業外費用 

支払利息 115,623 109,722

その他 14,562 865

営業外費用合計 130,186 110,588

経常利益 325,598 225,109

特別利益 

転貸損失引当金戻入額 40,800 －

訴訟損失引当金戻入額 2,317 －

資産除去債務戻入額 22,297 －

違約金収入 111,000 －

特別利益合計 176,415 －

特別損失 

固定資産除却損 ※２ 4,049 ※２ 9,607

建物等除却損失引当金繰入額 31,688 －

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 3,150

減損損失 ※３ 1,109 ※３ 1,197

子会社清算損 － 24,195

特別損失合計 36,846 38,149

税金等調整前当期純利益 465,166 186,959

法人税、住民税及び事業税 37,591 18,197

過年度法人税等戻入額 △3,454 －

法人税等調整額 △113,404 4,060

法人税等合計 △79,267 22,257

少数株主損益調整前当期純利益 544,433 164,701

当期純利益 544,433 164,701
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（連結包括利益計算書） 

【訂正前】 

 （単位：千円）

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 544,433 170,997

その他の包括利益 

その他の包括利益合計 － －

包括利益 544,433 170,997

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 544,433 170,997

少数株主に係る包括利益 － －

 

 

【訂正後】 

 （単位：千円）

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 544,433 164,701

その他の包括利益 

その他の包括利益合計 － －

包括利益 544,433 164,701

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 544,433 164,701

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

 

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

(単位：千円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,451,175 1,611,819 △667,711 △155 2,395,127

当期変動額   

当期純利益  170,997  170,997

当期変動額合計 － － 170,997 － 170,997

当期末残高 1,451,175 1,611,819 △496,713 △155 2,566,124

 

 純資産合計 

当期首残高 2,395,127 

当期変動額  

当期純利益 170,997 

当期変動額合計 170,997 

当期末残高 2,566,124 

 

 

【訂正後】 

 

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

(単位：千円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,451,175 1,611,819 △667,711 △155 2,395,127

当期変動額   

当期純利益  164,701  164,701

当期変動額合計 － － 164,701 － 164,701

当期末残高 1,451,175 1,611,819 △503,009 △155 2,559,829

 

 純資産合計 

当期首残高 2,395,127 

当期変動額  

当期純利益 164,701 

当期変動額合計 164,701 

当期末残高 2,559,829 
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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 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26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 465,166 193,526

減価償却費 205,060 205,704

減損損失 1,109 1,197

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,353 11,414

受取利息及び受取配当金 △5,339 △8,556

支払利息 115,623 109,722

売上債権の増減額（△は増加） 17,608 △44,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,338 △75,617

仕入債務の増減額（△は減少） △111,073 △1,240

賞与引当金の増減額（△は減少） △780 △570

ポイント引当金の増減額（△は減少） △4,315 △2,798

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △3,000 －

建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） 31,688 △31,688

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） － 3,150

転貸損失引当金の増減額（△は減少） △57,800 －

リース資産減損勘定取崩額 △12,446 △2,317

固定資産除売却損益（△は益） 3,629 21,275

資産除去債務戻入額 △22,297 －

前受金の増減額（△は減少） △34,681 22,330

前払費用の増減額（△は増加） 7,319 △4,036

未払費用の増減額（△は減少） 17,460 △25,037

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,023 △9,135

営業保証金の増減額（△は増加） △88,217 21,012

その他 26,421 △32,588

小計 490,128 351,553

利息及び配当金の受取額 5,339 8,650

利息の支払額 △117,312 △112,010

法人税等の支払額 △17,413 △46,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 360,741 201,753

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 △27,028 △113,174

無形固定資産の取得による支出 △5,155 △1,715

固定資産の除却による支出 － △8,419

長期貸付金の回収による収入 21,168 21,168

敷金及び保証金の差入による支出 △1,725 △11,759

敷金及び保証金の回収による収入 79,061 301,773

預り保証金の返還による支出 △178,475 △68,647

その他 △903 △10,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,059 108,495

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △282,040 △259,970

リース債務の返済による支出 － △2,869

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,040 △262,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,357 47,409

現金及び現金同等物の期首残高 560,068 525,710

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 525,710 ※１ 573,120
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【訂正後】 

 (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26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 465,166 186,959

減価償却費 205,060 205,704

減損損失 1,109 1,197

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,353 11,414

受取利息及び受取配当金 △5,339 △8,556

支払利息 115,623 109,722

売上債権の増減額（△は増加） 17,608 △44,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,338 △71,639

仕入債務の増減額（△は減少） △111,073 △1,240

賞与引当金の増減額（△は減少） △780 △570

ポイント引当金の増減額（△は減少） △4,315 △2,791

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △3,000 －

建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） 31,688 △31,688

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） － 3,150

転貸損失引当金の増減額（△は減少） △57,800 －

リース資産減損勘定取崩額 △12,446 △2,317

固定資産除売却損益（△は益） 3,629 21,275

資産除去債務戻入額 △22,297 －

前受金の増減額（△は減少） △34,681 22,330

前払費用の増減額（△は増加） 7,319 △4,036

未払費用の増減額（△は減少） 17,460 △22,437

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,023 △9,135

営業保証金の増減額（△は増加） △88,217 21,012

その他 26,421 △32,605

小計 490,128 351,553

利息及び配当金の受取額 5,339 8,650

利息の支払額 △117,312 △112,010

法人税等の支払額 △17,413 △46,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 360,741 201,753

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 △27,028 △113,174

無形固定資産の取得による支出 △5,155 △1,715

固定資産の除却による支出 － △8,419

長期貸付金の回収による収入 21,168 21,168

敷金及び保証金の差入による支出 △1,725 △11,759

敷金及び保証金の回収による収入 79,061 301,773

預り保証金の返還による支出 △178,475 △68,647

その他 △903 △10,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,059 108,495

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △282,040 △259,970

リース債務の返済による支出 － △2,869

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,040 △262,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,357 47,409

現金及び現金同等物の期首残高 560,068 525,710

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 525,710 ※１ 573,120
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（連結損益計算書関係） 

【訂正前】 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

 前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

 当連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 

給与手当及び賞与 1,285,123千円 1,252,725千円 

貸倒引当金繰入額 10,337 11,414 

賃借料 657,949 645,843 

ポイント引当金繰入額 13,308 10,507 

 

≪中略≫ 

 

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。 

 前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

 当連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 

27,894千円 30,346千円 

 

【訂正後】 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

 前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

 当連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 

給与手当及び賞与 1,285,123千円 1,252,725千円 

貸倒引当金繰入額 10,337 11,414 

賃借料 657,949 645,843 

ポイント引当金繰入額 13,308 10,517 

 

≪中略≫ 

 

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。 

 前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

 当連結会計年度 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 

27,894千円 30,744千円 
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（１株当たり情報） 

【訂正前】 

 

 

前連結会計年度 

（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成25年４月１日 

至  平成26年３月31日） 

１株当たり純資産額 165.74円 177.58円 

１株当たり当期純利益金額 37.68円 11.83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。 

２．１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 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

至 平成26年３月31日) 

当期純利益金額（千円） 544,433 170,997 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 544,433 170,997 

期中平均株式数（株） 14,450,790 14,450,790 

 

【訂正後】 

 

 

前連結会計年度 

（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成25年４月１日 

至  平成26年３月31日） 

１株当たり純資産額 165.74円 177.14円 

１株当たり当期純利益金額 37.68円 11.40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。 

２．１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 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

至 平成26年３月31日) 

当期純利益金額（千円） 544,433 164,701 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 544,433 164,701 

期中平均株式数（株） 14,450,790 14,450,790 

 



－ 19 － 

20ページ ５．個別財務諸表 

（１） 貸借対照表 

 【訂正前】 

 (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成25年３月31日) 

当事業年度 

(平成26年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 489,725 541,100

売掛金 354,868 393,359

商品及び製品 709,292 782,436

前払費用 94,505 99,006

繰延税金資産 110,253 103,824

未収入金 287,459 47,953

その他 44,779 76,568

貸倒引当金 △11,899 △4,492

流動資産合計 2,078,985 2,039,757

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※１ 4,662,509 ※１ 4,672,223

減価償却累計額 △1,827,704 △1,937,517

建物（純額） 2,834,804 2,734,705

構築物 686,944 684,006

減価償却累計額 △545,368 △549,804

構築物（純額） 141,576 134,201

機械及び装置 100,100 116,251

減価償却累計額 △73,379 △77,591

機械及び装置（純額） 26,720 38,659

車両運搬具 24,186 30,480

減価償却累計額 △15,731 △23,855

車両運搬具（純額） 8,454 6,624

工具、器具及び備品 339,920 371,728

減価償却累計額 △321,795 △325,533

工具、器具及び備品（純額） 18,124 46,194

土地 ※１ 2,512,186 ※１ 2,512,186

その他 － 13,464

減価償却累計額 － △3,111

その他（純額） － 10,352

有形固定資産合計 5,541,867 5,482,925

無形固定資産 

ソフトウエア 30,828 33,620

その他 4,525 4,513

無形固定資産合計 35,354 38,134

投資その他の資産 

関係会社株式 60,000 60,000

長期貸付金 141,591 120,423

長期前払費用 4,802 3,891

敷金及び保証金 1,943,389 1,879,984

破産更生債権等 － 18,822

その他 10,815 20,200

貸倒引当金 △28,695 △47,517

投資その他の資産合計 2,131,904 2,055,804

固定資産合計 7,709,125 7,576,864

繰延資産 

株式交付費 139 63

繰延資産合計 139 63

資産合計 9,788,250 9,616,684
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 (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成25年３月31日) 

当事業年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 496,835 456,010

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 50,000 ※１ 50,000

未払金 71,274 132,177

未払費用 146,056 123,842

未払法人税等 44,513 6,153

未払消費税等 22,082 12,708

前受金 84,424 116,509

預り金 68,605 56,845

前受収益 64,912 65,260

ポイント引当金 13,308 10,510

建物等除却損失引当金 31,688 －

固定資産撤去費用引当金 － 3,150

その他 1,811 8,714

流動負債合計 1,095,512 1,041,882

固定負債 

長期借入金 ※１ 4,723,121 ※１ 4,473,121

長期預り保証金 1,058,312 990,555

長期前受収益 97,541 87,787

長期リース資産減損勘定 2,317 －

繰延税金負債 64,529 61,725

資産除去債務 372,107 380,584

その他 4,515 16,422

固定負債合計 6,322,444 6,010,197

負債合計 7,417,956 7,052,079

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,451,175 1,451,175

資本剰余金 

資本準備金 1,611,819 1,611,819

資本剰余金合計 1,611,819 1,611,819

利益剰余金 

利益準備金 16,387 16,387

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △708,932 △514,620

利益剰余金合計 △692,545 △498,233

自己株式 △155 △155

株主資本合計 2,370,293 2,564,605

純資産合計 2,370,293 2,564,605

負債純資産合計 9,788,250 9,616,684
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【訂正後】 

 (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成25年３月31日) 

当事業年度 

(平成26年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 489,725 541,100

売掛金 354,868 393,359

商品及び製品 709,292 778,458

前払費用 94,505 99,006

繰延税金資産 110,253 103,802

未収入金 287,459 47,953

その他 44,779 76,568

貸倒引当金 △11,899 △4,492

流動資産合計 2,078,985 2,035,757

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※１ 4,662,509 ※１ 4,672,223

減価償却累計額 △1,827,704 △1,937,517

建物（純額） 2,834,804 2,734,705

構築物 686,944 684,006

減価償却累計額 △545,368 △549,804

構築物（純額） 141,576 134,201

機械及び装置 100,100 116,251

減価償却累計額 △73,379 △77,591

機械及び装置（純額） 26,720 38,659

車両運搬具 24,186 30,480

減価償却累計額 △15,731 △23,855

車両運搬具（純額） 8,454 6,624

工具、器具及び備品 339,920 371,728

減価償却累計額 △321,795 △325,533

工具、器具及び備品（純額） 18,124 46,194

土地 ※１ 2,512,186 ※１ 2,512,186

その他 － 13,464

減価償却累計額 － △3,111

その他（純額） － 10,352

有形固定資産合計 5,541,867 5,482,925

無形固定資産 

ソフトウエア 30,828 33,620

その他 4,525 4,513

無形固定資産合計 35,354 38,134

投資その他の資産 

関係会社株式 60,000 60,000

長期貸付金 141,591 120,423

長期前払費用 4,802 3,891

敷金及び保証金 1,943,389 1,879,984

破産更生債権等 － 18,822

その他 10,815 20,200

貸倒引当金 △28,695 △47,517

投資その他の資産合計 2,131,904 2,055,804

固定資産合計 7,709,125 7,576,864

繰延資産 

株式交付費 139 63

繰延資産合計 139 63

資産合計 9,788,250 9,612,684
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 (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成25年３月31日) 

当事業年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 496,835 456,010

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 50,000 ※１ 50,000

未払金 71,274 132,177

未払費用 146,056 126,442

未払法人税等 44,513 5,842

未払消費税等 22,082 12,708

前受金 84,424 116,509

預り金 68,605 56,845

前受収益 64,912 65,260

ポイント引当金 13,308 10,517

建物等除却損失引当金 31,688 －

固定資産撤去費用引当金 － 3,150

その他 1,811 8,714

流動負債合計 1,095,512 1,044,178

固定負債 

長期借入金 ※１ 4,723,121 ※１ 4,473,121

長期預り保証金 1,058,312 990,555

長期前受収益 97,541 87,787

長期リース資産減損勘定 2,317 －

繰延税金負債 64,529 61,725

資産除去債務 372,107 380,584

その他 4,515 16,422

固定負債合計 6,322,444 6,010,197

負債合計 7,417,956 7,054,375

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,451,175 1,451,175

資本剰余金 

資本準備金 1,611,819 1,611,819

資本剰余金合計 1,611,819 1,611,819

利益剰余金 

利益準備金 16,387 16,387

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △708,932 △520,916

利益剰余金合計 △692,545 △504,529

自己株式 △155 △155

株主資本合計 2,370,293 2,558,309

純資産合計 2,370,293 2,558,309

負債純資産合計 9,788,250 9,612,684
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（２） 損益計算書 

 【訂正前】 

 (単位：千円)

 

前事業年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

売上高 11,115,058 10,431,525

売上原価 

商品期首たな卸高 650,745 709,292

当期商品仕入高 7,670,889 7,061,047

合計 8,321,634 7,770,340

商品期末たな卸高 ※４ 709,292 ※４ 782,436

商品売上原価 7,612,342 6,987,904

売上総利益 3,502,715 3,443,621

販売費及び一般管理費 ※１ 3,233,855 ※１ 3,266,595

営業利益 268,860 177,026

営業外収益 

受取利息 5,337 5,492

受取配当金 － 3,072

貸倒引当金戻入額 2,838 －

廃棄物リサイクル収入 37,283 43,712

受取手数料 106,596 114,084

その他 35,988 34,013

営業外収益合計 188,045 200,376

営業外費用 

支払利息 115,355 109,584

その他 14,367 865

営業外費用合計 129,722 110,450

経常利益 327,183 266,952

特別利益 

転貸損失引当金戻入額 40,800 －

資産除去債務戻入額 22,297 －

訴訟損失引当金戻入額 2,317 －

違約金収入 111,000 －

特別利益合計 176,415 －

特別損失 

固定資産除却損 ※２ 4,049 ※２ 9,607

建物等除却損失引当金繰入額 31,688 －

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 3,150

子会社清算損 － 37,964

減損損失 ※３ 1,109 ※３ 1,197

特別損失合計 36,846 51,918

税引前当期純利益 466,751 215,033

法人税、住民税及び事業税 36,137 17,095

過年度法人税等戻入額 △3,454 －

法人税等調整額 △113,739 3,626

法人税等合計 △81,056 20,721

当期純利益 547,807 194,311
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 【訂正後】 

 (単位：千円)

 

前事業年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

売上高 11,115,058 10,431,525

売上原価 

商品期首たな卸高 650,745 709,292

当期商品仕入高 7,670,889 7,061,047

合計 8,321,634 7,770,340

商品期末たな卸高 ※４ 709,292 ※４ 778,458

商品売上原価 7,612,342 6,991,881

売上総利益 3,502,715 3,439,643

販売費及び一般管理費 ※１ 3,233,855 ※１ 3,269,184

営業利益 268,860 170,458

営業外収益 

受取利息 5,337 5,492

受取配当金 － 3,072

貸倒引当金戻入額 2,838 －

廃棄物リサイクル収入 37,283 43,712

受取手数料 106,596 114,084

その他 35,988 34,013

営業外収益合計 188,045 200,376

営業外費用 

支払利息 115,355 109,584

その他 14,367 865

営業外費用合計 129,722 110,450

経常利益 327,183 260,384

特別利益 

転貸損失引当金戻入額 40,800 －

資産除去債務戻入額 22,297 －

訴訟損失引当金戻入額 2,317 －

違約金収入 111,000 －

特別利益合計 176,415 －

特別損失 

固定資産除却損 ※２ 4,049 ※２ 9,607

建物等除却損失引当金繰入額 31,688 －

固定資産撤去費用引当金繰入額 － 3,150

子会社清算損 － 37,964

減損損失 ※３ 1,109 ※３ 1,197

特別損失合計 36,846 51,918

税引前当期純利益 466,751 208,465

法人税、住民税及び事業税 36,137 16,801

過年度法人税等戻入額 △3,454 －

法人税等調整額 △113,739 3,648

法人税等合計 △81,056 20,449

当期純利益 547,807 188,016
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（３） 株主資本等変動計算書 

 【訂正前】 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

(単位：千円)

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 
その他利益

剰余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本合

計 

当期首残高 1,451,175 1,611,819 1,611,819 16,387 △708,932 △692,545 △155 2,370,293

当期変動額   

当期純利益  194,311 194,311 194,311

当期変動額合計 － － － － 194,311 194,311 － 194,311

当期末残高 1,451,175 1,611,819 1,611,819 16,387 △514,620 △498,233 △155 2,564,605

 

 純資産合計 

当期首残高 2,370,293 

当期変動額  

当期純利益 194,311 

当期変動額合計 194,311 

当期末残高 2,564,605 

 

【訂正後】 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

(単位：千円)

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 
その他利益

剰余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本合

計 

当期首残高 1,451,175 1,611,819 1,611,819 16,387 △708,932 △692,545 △155 2,370,293

当期変動額   

当期純利益  188,016 188,016 188,016

当期変動額合計 － － － － 188,016 188,016 － 188,016

当期末残高 1,451,175 1,611,819 1,611,819 16,387 △520,916 △504,529 △155 2,558,309

 

 純資産合計 

当期首残高 2,370,293 

当期変動額  

当期純利益 188,016 

当期変動額合計 188,016 

当期末残高 2,558,309 
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（損益計算書関係） 

【訂正前】 

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度86.8％、当事業年度86.6％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度13.2％、当事業年度13.4％であります。 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

 前事業年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

 当事業年度 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 

広告宣伝費 147,862千円 159,681千円 

給与手当 1,282,124 1,250,022 

福利費 200,903 195,824 

賃借料 650,698 631,899 

貸倒引当金繰入額 10,337 11,414 

ポイント引当金繰入額 13,308 10,507 

減価償却費 78,884 90,713 

支払手数料 229,733 204,351 

 

≪中略≫ 

 

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。 

 前事業年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

 当事業年度 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 

27,894千円 30,346千円 

 

【訂正後】 

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度86.8％、当事業年度86.5％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度13.2％、当事業年度13.5％であります。 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 

 前事業年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

 当事業年度 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 

広告宣伝費 147,862千円 159,681千円 

給与手当 1,282,124 1,250,022 

福利費 200,903 195,824 

賃借料 650,698 631,899 

貸倒引当金繰入額 10,337 11,414 

ポイント引当金繰入額 13,308 10,517 

減価償却費 78,884 90,713 

支払手数料 229,733 204,351 

 

≪中略≫ 

 

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。 

 前事業年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

 当事業年度 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 

27,894千円 30,744千円 
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（１株当たり情報） 

【訂正前】 

 

 

前事業年度 

（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

当事業年度 

（自  平成25年４月１日 

至  平成26年３月31日） 

１株当たり純資産額 164.03円 177.47円 

１株当たり当期純利益金額 37.91円 13.45円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期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。 

２．１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。 

 

前事業年度 

(自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成25年４月１日 

至 平成26年３月31日) 

当期純利益金額（千円） 547,807 194,311 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 547,807 194,311 

期中平均株式数（株） 14,450,790 14,450,790 

 

 

【訂正後】 

 

 

前事業年度 

（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

当事業年度 

（自  平成25年４月１日 

至  平成26年３月31日） 

１株当たり純資産額 164.03円 177.04円 

１株当たり当期純利益金額 37.91円 13.01円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期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。 

２．１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。 

 

前事業年度 

(自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成25年４月１日 

至 平成26年３月31日) 

当期純利益金額（千円） 547,807 188,016 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 547,807 188,016 

期中平均株式数（株） 14,450,790 14,450,790 

 

 


