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平成 26 年９月１日 

 
各  位 

 

 会 社 名 株式会社タカショー 

 代表者名 代表取締役社長 高岡 伸夫 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード７５９０） 

                          問合せ先 執行役員 

                               経営管理本部長 井上 淳 

  （電話：０７３－４８２－４１２８） 

 
 

（訂正・数値データ訂正あり）（訂正・数値データ訂正あり）（訂正・数値データ訂正あり）（訂正・数値データ訂正あり）    

「平成「平成「平成「平成 27272727 年１月期年１月期年１月期年１月期    第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について    

 

 

 平成 26 年８月 21 日に発表いたしました「平成 27 年１月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては下線を付して表示しており、また、あわせて訂正後の数値データ（Ｘ

ＢＲＬ）につきましても添付しております。 

 

 

記 

【訂正理由】 

 当社の売掛債権の一部において約定期日に入金が無かったことから、留置権を行使するなどして債権

の保全と回収の促進を図ってまいりましたが、売上計上から約１年が経過するものの事態に著しい進展

がみられないことから、代金回収に向けて更なる法的措置を講じるとともに、保守的な判断も交えて、

当社の債権管理規程に基づき対象債権に対して貸倒引当金を計上することにいたしました。 

 

 

 

 

【訂正箇所】 

１．サマリー情報 

１．平成 27 年１月期第２四半期の連結業績（平成 26 年１月 21 日～平成 26 年７月 20 日） 

 ＜訂正前＞ 

（１）連結経営成績(累計) （%表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

27 年１月期第２四半期 9,924 △1.6 585 △32.6 568 △34.3 369 △28.0 

26 年１月期第２四半期 10,089 9.0 868 15.7 865 22.6 512 32.1  
(注) 包括利益 27 年１月期第２四半期 181 百万円 ( △71.5％) 26 年１月期第２四半期 635 百万円 ( 61.8％) 

  

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

27 年１月期第２四半期 30 06 ― ― 
26 年１月期第２四半期 45 18 ― ― 
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（２）連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 
27 年１月期第２四半期 17,701 7,226 40.4 

26 年１月期 14,914 7,278 48.3  
(参考) 自己資本 27 年１月期第２四半期 7,157百万円  26 年１月期 7,210百万円

  

 ＜訂正後＞ 

（１）連結経営成績(累計) （%表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

27 年１月期第２四半期 9,924 △1.6 506 △41.7 489 △43.5 289 △43.4 

26 年１月期第２四半期 10,089 9.0 868 15.7 865 22.6 512 32.1  
(注) 包括利益 27 年１月期第２四半期 101 百万円 ( △84.0％) 26 年１月期第２四半期 635 百万円 ( 61.8％) 

  

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

27 年１月期第２四半期 23 61 ― ― 
26 年１月期第２四半期 45 18 ― ― 

  

（２）連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

27 年１月期第２四半期 17,621 7,147 40.2 

26 年１月期 14,914 7,278 48.3  
(参考) 自己資本 27 年１月期第２四半期 7,078百万円  26 年１月期 7,210百万円

  

２．添付資料２ページ 

（１）経営成績に関する説明 

＜訂正前＞ 

 （省略) 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間は売上高はプロユース部門においては増収となったもののホームユース部門に

おいて消費税増税後の市場低迷と異常気象の影響が重なったことによる販売の減少により 9,924,625 千円（前年同四半期

比 1.6％減）と減収となりました。利益面においては、為替の影響等による売上総利益率の減少ならびに今後の売上拡大

を目的とした先行投資となる生産設備の導入や営業拠点強化および経営の多角化への対応・業務効率の改善を目的とした

基幹システムの導入等による営業費用の増加により営業利益 585,423 千円（前年同四半期比 32.6％減）、経常利益 568,351

千円（前年同四半期比 34.3％減）、四半期純利益 369,119 千円（前年同四半期比 28.0％減）と減益となりました。 

 

＜訂正後＞ 

 （省略) 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間は売上高はプロユース部門においては増収となったもののホームユース部門に

おいて消費税増税後の市場低迷と異常気象の影響が重なったことによる販売の減少により 9,924,625 千円（前年同四半期

比 1.6％減）と減収となりました。利益面においては、為替の影響等による売上総利益率の減少ならびに今後の売上拡大

を目的とした先行投資となる生産設備の導入や営業拠点強化および経営の多角化への対応・業務効率の改善を目的とした

基幹システムの導入等による営業費用の増加により営業利益 506,173 千円（前年同四半期比 41.7％減）、経常利益 489,101

千円（前年同四半期比 43.5％減）、四半期純利益 289,869 千円（前年同四半期比 43.4％減）と減益となりました。 
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３．添付資料３ページ 

（２）財政状態に関する説明 

＜訂正前＞ 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 17,701,224 千円（前連結会計年度末と比べ 2,786,925 千円増）となり

ました。 

 （省略) 

純資産においては、その他の包括利益累計額が減少したこと等により 7,226,501 千円（前連結会計年度末と比べ 52,260

千円減）となりました。 

 

＜訂正後＞ 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 17,621,974 千円（前連結会計年度末と比べ 2,707,675 千円増）となり

ました。 

 （省略) 

純資産においては、その他の包括利益累計額が減少したこと等により7,147,251千円（前連結会計年度末と比べ131,510

千円減）となりました。 

 

４．添付資料５ページ 

（１）四半期連結貸借対照表 

＜訂正前＞ 
           (単位：千円) 

          
前連結会計年度 

(平成 26 年１月 20 日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成 26 年７月 20 日) 

資産の部   

 流動資産   

  （省略）   

  貸倒引当金 △68,918 △76,171 

  流動資産合計 9,918,255 12,543,366 

  （省略）   

 資産合計 14,914,299 17,701,224 

 
           (単位：千円) 

          
前連結会計年度 

(平成 26 年１月 20 日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成 26 年７月 20 日) 

  （省略）   

純資産の部   

 株主資本   

  （省略）   

  利益剰余金 4,156,389 4,292,218 

  （省略）   

  株主資本合計 6,796,158 6,931,987 

  （省略）   

 純資産合計 7,278,762 7,226,501 

負債純資産合計 14,914,299 17,701,224 

 

 

 

 

 

 

 



 4

＜訂正後＞ 
           (単位：千円) 

          
前連結会計年度 

(平成 26 年１月 20 日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成 26 年７月 20 日) 

資産の部   

 流動資産   

  （省略）   

  貸倒引当金 △68,918 △155,421 

  流動資産合計 9,918,255 12,464,116 

  （省略）   

 資産合計 14,914,299 17,621,974 

 
           (単位：千円) 

          
前連結会計年度 

(平成 26 年１月 20 日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成 26 年７月 20 日) 

  （省略）   

純資産の部   

 株主資本   

  （省略）   

  利益剰余金 4,156,389 4,212,968 

  （省略）   

  株主資本合計 6,796,158 6,852,737 

  （省略）   

 純資産合計 7,278,762 7,147,251 

負債純資産合計 14,914,299 17,621,974 

 

５．添付資料７ページ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

   四半期連結損益計算書 

    第２四半期連結累計期間 

＜訂正前＞ 
           (単位：千円) 

          前第２四半期連結累計期間 
(自 平成 25 年１月 21 日 

 至 平成 25 年７月 20 日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成 26 年１月 21 日 

 至 平成 26 年７月 20 日) 

  （省略）   

販売費及び一般管理費 3,319,642 3,485,519 

営業利益 868,572 585,423 

 （省略）   

経常利益 865,028 568,351 

 （省略）   

税金等調整前四半期純利益 859,981 565,752 

（省略）   

少数株主損益調整前四半期純利益 516,113 373,002 

  （省略）   

四半期純利益 512,323 369,119 
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＜訂正後＞ 
           (単位：千円) 

          前第２四半期連結累計期間 
(自 平成 25 年１月 21 日 

 至 平成 25 年７月 20 日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成 26 年１月 21 日 

 至 平成 26 年７月 20 日) 

  （省略）   

販売費及び一般管理費 3,319,642 3,564,769 

営業利益 868,572 506,173 

 （省略）   

経常利益 865,028 489,101 

 （省略）   

税金等調整前四半期純利益 859,981 486,502 

（省略）   

少数株主損益調整前四半期純利益 516,113 293,752 

  （省略）   

四半期純利益 512,323 289,869 

 

   四半期連結包括利益計算書 

    第２四半期連結累計期間 

＜訂正前＞ 
           (単位：千円) 

          前第２四半期連結累計期間 
(自 平成 25 年１月 21 日 

 至 平成 25 年７月 20 日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成 26 年１月 21 日 

 至 平成 26 年７月 20 日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 516,113 373,002 

 （省略）   

四半期包括利益 635,857 181,030 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 625,411 180,889 

 （省略）   

 

＜訂正後＞ 
           (単位：千円) 

          前第２四半期連結累計期間 
(自 平成 25 年１月 21 日 

 至 平成 25 年７月 20 日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成 26 年１月 21 日 

 至 平成 26 年７月 20 日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 516,113 293,752 

 （省略）   

四半期包括利益 635,857 101,780 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 625,411 101,639 

 （省略）   

 

６．添付資料９ページ 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

＜訂正前＞ 
           (単位：千円) 

          前第２四半期連結累計期間 
(自 平成 25 年１月 21 日 

 至 平成 25 年７月 20 日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成 26 年１月 21 日 

 至 平成 26 年７月 20 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 859,981 565,752 

 （省略）   

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,595 7,389 

 （省略）   
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＜訂正後＞ 
           (単位：千円) 

          前第２四半期連結累計期間 
(自 平成 25 年１月 21 日 

 至 平成 25 年７月 20 日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成 26 年１月 21 日 

 至 平成 26 年７月 20 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 859,981 486,502 

 （省略）   

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,595 86,639 

 （省略）   

 

 

 

 

                            以  上 


