
 

 
                             平成 27 年 6 月 30 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  取締役管理部長  渡辺  光潤 

                      電   話  ０３－６６８０－８７１１ 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成 27 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 27 年 5 月 13 日 15 時 00 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 27 年３月期の連結業績(平成 26 年 4月 1日～平成 27 年 3月 31 日)  
 (2)連結財政状態       

【訂正前】                                 

  総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

27 年 3 月期 

26 年 3 月期 

百万円 

4,792 

4,466 

百万円

3,017

2,792

％

63.0

62.5

円 銭 

174.80 

161.76 

（参考）自己資本  27 年 3 月期 3,017 百万円   26 年 3 月期 2,792 百万円 
【訂正後】                                 

  総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

27 年 3 月期 

26 年 3 月期 

百万円 

4,795 

4,466 

百万円

3,017

2,792

％

62.9

62.5

円 銭 

174.82 

161.76 

（参考）自己資本  27 年 3 月期 3,017 百万円   26 年 3 月期 2,792 百万円 
 

(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 

 

27 年 3 月期 

26 年 3 月期 

百万円 

310 

91 

百万円

△17

△15

百万円

△4

△8

百万円 

1,102 

813 

（【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 

 

27 年 3 月期 

26 年 3 月期 

百万円 

319 

91 

百万円

△24

△15

百万円

△7

△8

百万円 

1,102 

813 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (参考)個別業績の概要 
 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) 
(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 

 

27 年 3 月期 

26 年 3 月期 

百万円 

3,741 

3,557 

百万円

3,157

2,934

％

84.4

82.5

円 銭 

182.91 

169.98 

（参考）自己資本  27 年 3 月期 3,157 百万円   26 年 3 月期 2,934 百万円 
【訂正後】                                 

  総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

27 年 3 月期 

26 年 3 月期 

百万円 

3,761 

3,557 

百万円

3,157

2,934

％

83.9

82.5

円 銭 

182.91 

169.98 

（参考）自己資本  27 年 3 月期 3,157 百万円   26 年 3 月期 2,934 百万円 
 
1. 経営成績・財政状態に関する分析 
           
【訂正前】 

(2) 財政状態に関する分析 
① 当連結会計年度の資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して 199 百万円増加し、4,792 百万円となりました。 
 資産の部では、流動資産が前連結会計年度と比較して 325 百万円増加しました。売上が比較的順調に推移したことにより現金及び預金

が 188 百万円増加したこと等よるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度と比較して 126 百万円増加しました。主な要因は投資有価証券が時価の上昇に伴う評価差額金を計上したこ

とによる増加 60 百万円や、主に工場設備に対する有形固定資産の増加 70 百万円があったこと等よるものであります。 
 負債の部では、前連結会計年度末と比較して 101 百万円増加し 1,775 百万円となりました 
これは、主に未払消費税の増加等によるものであります。 
 純資産の部においては、主に当期純利益 190 百万円の計上をした結果、当連結会計年度末の株主資本は、前連結会計年度と比較して

189 百万円の増加となりました。 
 また、その他有価証券評価差額金は 35 百万円の増加でありました。 
 
   ② キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は 1,102 百万円であり、前連結会計年度末に比べ 288 百万円増加 
いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 
 （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－は 310 百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 214 
 百万円や減価償却費 60 百万円を計上をしたこと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 17 百万円の支出となりました。定期預金の払戻による収入 100 百万円これは差入保証金及び

敷金の返還による収入 22 百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出 98 百万円及び投資有価証券の取得による支出 20 百万

円並びに差入保証金及び敷金の預入による支出 14 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支出４百万円がありました。 
 

【訂正後】 
(2) 財政状態に関する分析 

① 当連結会計年度の資産、負債、純資産の状況 
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して 328 百万円増加し、4,795 百万円となりました。 

 資産の部では、流動資産が前連結会計年度と比較して 199 百万円増加しました。売上が比較的順調に推移したことにより現金及び預金

が 188 百万円増加したこと等よるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度と比較して 129 百万円増加しました。主な要因は投資有価証券が時価の上昇に伴う評価差額金を計上したこ

とによる増加 60 百万円や、主に工場設備に対する有形固定資産の増加 73 百万円があったこと等よるものであります。 
 負債の部では、前連結会計年度末と比較して 104 百万円増加し 1,778 百万円となりました 
これは、主に未払消費税の増加等によるものであります。 
 純資産の部においては、主に当期純利益 190 百万円の計上をした結果、当連結会計年度末の株主資本は、前連結会計年度と比較して

189 百万円の増加となりました。 
 また、その他有価証券評価差額金は 35 百万円の増加でありました。 

② キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は 1,102 百万円であり、前連結会計年度末に比べ 288 百万円増加いたしました。 
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 
 （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－は 319 百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 214 百万円や減価償却

費 60 百万円を計上をしたこと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 24 百万円の支出となりました。定期預金の払戻による収入 100 百万円これは差入保証金及び

敷金の返還による収入 22 百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出 94 百万円及び投資有価証券の取得による支出 20 百万

円並びに差入保証金及び敷金の預入による支出 14 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支出７百万円がありました。 
 

【訂正前】 

５．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表  

 (単位：千円)

 前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

資産の部 
流動資産 

現金及び預金 913,981 1,102,423

受取手形及び売掛金 566,359 557,165

商品及び製品 132,338 144,202

仕掛品 23,402 23,530

原材料 114,464 117,395

その他 54,616 59,897

貸倒引当金 △1,808 △1,692

流動資産合計 1,803,355 2,002,921

固定資産 
有形固定資産 

建物及び構築物 703,997 737,883

減価償却累計額 △597,126 △611,778

建物及び構築物（純額） 106,870 126,105

機械装置及び運搬具 587,437 647,588

減価償却累計額 △522,202 △544,741

機械装置及び運搬具（純額） 65,235 102,846

工具、器具及び備品 64,813 78,871

減価償却累計額 △52,548 △51,923

工具、器具及び備品（純額） 12,265 26,947

土地 193,078 193,078

リース資産 27,620 25,026

減価償却累計額 △16,329 △14,375

リース資産（純額） 11,290 10,651

有形固定資産合計 388,740 459,629

無形固定資産 
電話加入権 3,056 2,956

その他 978 1,375

無形固定資産合計 4,034 4,332

投資その他の資産 
投資有価証券 1,375,074 1,435,943

敷金及び保証金 781,215 770,746

その他 127,228 133,259

貸倒引当金 △13,013 △14,251

投資その他の資産合計 2,270,505 2,325,697

固定資産合計 2,663,280 2,789,659

資産合計 4,466,635 4,792,581



 
 (単位：千円)

 前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部 
流動負債 

買掛金 179,687 205,507

未払金 133,173 147,826

リース債務 6,498 5,979

未払法人税等 16,353 17,021

未払消費税等 35,588 105,548

ポイント引当金 35,576 41,177

その他 256,268 242,818

流動負債合計 663,145 765,881

固定負債 
リース債務 14,667 11,471

繰延税金負債 104,505 131,705

役員退職慰労引当金 92,561 87,048

退職給付に係る負債 592,785 579,233

預り保証金 10,910 12,110

資産除去債務 195,483 187,688

固定負債合計 1,010,913 1,009,257

負債合計 1,674,059 1,775,138

純資産の部 
株主資本 

資本金 2,727,560 2,727,560

資本剰余金 -

利益剰余金 △99,209 90,966

自己株式 △79,517 △79,929

株主資本合計 2,548,834 2,738,597

その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額金 243,742 278,844

その他の包括利益累計額合計 243,742 278,844

純資産合計 2,792,576 3,017,442

負債純資産合計 4,466,635 4,792,581



 

       中               略 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書  

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27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 153,432 214,246

減価償却費 51,217 60,839

減損損失 11,694 5,165

投資有価証券評価損益（△は益） － 20,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,096 1,122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,292 △13,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,647 △5,513

受取利息及び受取配当金 △30,063 △32,055

支払利息 412 700

売上債権の増減額（△は増加） △68,695 8,454

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,815 △14,923

仕入債務の増減額（△は減少） △55,510 25,819

その他 44,841 31,524

小計 84,357 301,829

利息及び配当金の受取額 30,063 32,055

利息の支払額 △412 △700

法人税等の支払額 △22,777 △22,761

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,231 310,422

投資活動によるキャッシュ・フロー 
定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △60,498 △98,602

無形固定資産の取得による支出 - △1,188

有形固定資産の売却による収入 4,724 1,026

投資有価証券の取得による支出 △930 △20,973

差入保証金及び敷金の預入による支出 △20,700 △14,120

差入保証金及び敷金の返還による収入 18,664 22,474

貸付金の回収による収入 47,108 －

その他 △3,813 △5,969

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,444 △17,352

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 △169 △412

リース債務の返済による支出 △8,496 △4,215

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,665 △4,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67,121 288,441

現金及び現金同等物の期首残高 746,860 813,981

現金及び現金同等物の期末残高 813,981 1,102,423

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

【訂正後】 

５．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

 (単位：千円)

 前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

資産の部 
流動資産 

現金及び預金 913,981 1,102,423

受取手形及び売掛金 566,359 557,165

商品及び製品 132,338 144,202

仕掛品 23,402 23,530

原材料 114,464 117,395

その他 54,616 59,897

貸倒引当金 △1,808 △1,692

流動資産合計 1,803,355 2,002,921

固定資産 
有形固定資産 

建物及び構築物 703,997 737,883

減価償却累計額 △597,126 △611,778

建物及び構築物（純額） 106,870 126,105

機械装置及び運搬具 587,437 647,588

減価償却累計額 △522,202 △544,741

機械装置及び運搬具（純額） 65,235 102,846

工具、器具及び備品 64,813 78,871

減価償却累計額 △52,548 △51,923

工具、器具及び備品（純額） 12,265 26,947

土地 193,078 193,078

リース資産 27,620 27,980

減価償却累計額 △16,329 △14,375

リース資産（純額） 11,290 13,605

有形固定資産合計 388,740 462,583

無形固定資産 
電話加入権 3,056 2,956

その他 978 1,375

無形固定資産合計 4,034 4,332

投資その他の資産 
投資有価証券 1,375,074 1,435,943

敷金及び保証金 781,215 770,746

その他 127,228 133,259

貸倒引当金 △13,013 △14,251

投資その他の資産合計 2,270,505 2,325,697

固定資産合計 2,663,280 2,792,613

資産合計 4,466,635 4,795,535



 

 
 (単位：千円)

 前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部 
流動負債 

買掛金 179,687 205,507

未払金 133,173 147,826

リース債務 6,498 5,979

未払法人税等 16,353 17,021

未払消費税等 35,588 105,312

ポイント引当金 35,576 41,177

その他 256,268 242,818

流動負債合計 663,145 765,644

固定負債 
リース債務 14,667 14,661

繰延税金負債 104,505 131,705

役員退職慰労引当金 92,561 87,048

退職給付に係る負債 592,785 579,233

預り保証金 10,910 12,110

資産除去債務 195,483 187,688

固定負債合計 1,010,913 1,012,447

負債合計 1,674,059 1,778,092

純資産の部 
株主資本 

資本金 2,727,560 2,727,560

資本剰余金 - -

利益剰余金 △99,209 90,966

自己株式 △79,517 △79,929

株主資本合計 2,548,834 2,738,597

その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額金 243,742 278,844

その他の包括利益累計額合計 243,742 278,844

純資産合計 2,792,576 3,017,442

負債純資産合計 4,466,635 4,795,535



 

 
 中               略 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27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 153,432 214,246

減価償却費 51,217 60,839

減損損失 11,694 5,165

投資有価証券評価損益（△は益） － 20,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,096 1,122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,292 △13,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,647 △5,513

受取利息及び受取配当金 △30,063 △32,055

支払利息 412 700

売上債権の増減額（△は増加） △68,695 8,454

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,815 △14,923

仕入債務の増減額（△は減少） △55,510 25,819

その他 44,841 40,687

小計 84,357 310,992

利息及び配当金の受取額 30,063 32,055

利息の支払額 △412 △700

法人税等の支払額 △22,777 △22,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,231 319,992

投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 － 100,000

資産除去債務の履行による支出 － △10,509

有形固定資産の取得による支出 △60,498 △94,828

有形固定資産の売却による収入 4,724 1,026

無形固定資産の取得による支出 － △1,188

投資有価証券の取得による支出 △930 △20,966

差入保証金及び敷金の預入による支出 △20,700 △14,120

差入保証金及び敷金の返還による収入 18,664 22,474

貸付金の回収による収入 47,108 －

その他 △3,813 △5,969

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,444 △24,080

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 △169 △412

リース債務の返済による支出 △8,496 △7,058

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,665 △7,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67,121 288,441

現金及び現金同等物の期首残高 746,860 813,981

現金及び現金同等物の期末残高 813,981 1,102,423

 
 
 
 
 
 
 



 

（セグメント情報等） 
【訂正前】 

         前     略 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

                                       単位：千円） 

資産 前連結会計年度 
（平成26年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成27年３月31日） 

報告セグメント計 2,079,231 2,177,175 

その他の調整額 △537,355 △532,090 

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △632,405 △593,032 

全社資産 (注) 3,557,166 3,740,528 

連結財務諸表の資産合計 4,466,635 4,792,581 
(注) 全社資産は、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る 

   資産等です。 
                                         （単位：千円）      

 

  その他の項目 
報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前 連 結 
会計年度 

当 連 結 
会計年度 

前 連 結

会計年度

当 連 結 
会計年度 

前 連 結

会計年度

当 連 結

会計年度

減価償却費 25,106 37,529 26,110 23,313 51,217 60,842

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 72,019 119,622 10,560 20,973 82,579 140,595

 
 

【訂正後】 
         前     略 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

                                       単位：千円） 

資産 前連結会計年度 
（平成26年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成27年３月31日） 

報告セグメント計 2,079,231 2,180,129 

その他の調整額 △537,355 △532,090 

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △632,405 △616,040 

全社資産 (注) 3,557,166 3,763,536 

連結財務諸表の資産合計 4,466,635 4,795,535 
(注) 全社資産は、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る 

   資産等です。 
                                         （単位：千円）      

 

  その他の項目 
報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前 連 結 
会計年度 

当 連 結 
会計年度 

前 連 結

会計年度

当 連 結 
会計年度 

前 連 結

会計年度

当 連 結

会計年度

減価償却費 25,106 37,529 26,110 23,313 51,217 60,839

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 72,019 122,576 10,560 20,973 82,579 143,549

 

 



 

 

 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

 
 

 

前連結会計年度 
（自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日） 

１株当たり純資産額 161円  77銭 174円  80銭 
１株当たり当期純利益金額 7円  65銭 11円  02銭 

 

【訂正後】 

 
 

 

前連結会計年度 
（自  平成25年４月１日 
至  平成26年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日） 

１株当たり純資産額 161円  77銭 174円  82銭 
１株当たり当期純利益金額 7円  65銭 11円  02銭 

 
                                             

以上  


