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                             平成 28 年 6 月 29 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 28 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 28 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 28 年３月期の連結業績(平成 27 年 4月 1日～平成 28 年 3月 31 日)  
(1) 連結経営成績   

【訂正前】 
 

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

5,135 

4,815 

％ 

6.6 

6.5 

百万円 

230 

162 

％ 

42.0 

100.0 

百万円 

290 

239 

％ 

21.3 

45.0 

百万円 

318 

190 

％ 

67.7 

44.0 

(注)包括利益 28 年 3 月期 107 百万円 (△52.4%) 27 年 3 月期 225 百万円 (△19.6%) 

 

 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 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

円 銭 

18.48 

11.02 

％ 

― 

― 

％ 

10.4 

6.3 

％ 

6.0 

5.0 

％ 

4.5 

3.4 

 

【訂正後】 
 

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

5,135 

4,815 

％ 

6.6 

6.5 

百万円 

231 

162 

％ 

42.2 

100.0 

百万円 

290 

239 

％ 

21.3 

45.0 

百万円 

319 

190 

％ 

68.1 

44.0 

(注)包括利益 28 年 3 月期 107 百万円 (△52.1%) 27 年 3 月期 225 百万円 (△19.6%) 

 

 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 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

円 銭 

18.52 

11.02 

％ 

― 

― 

％ 

10.5 

6.3 

％ 

6.0 

5.0 

％ 

4.5 

3.4 

 

 

 (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 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

4,812 

4,795 

百万円 

3,072 

3,017 

％ 

63.8 

62.9 

円 銭 

178.03 

174.82 

 
【訂正後】                                 

  総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

4,824 

4,795 

百万円 

3,072 

3,017 

％ 

63.7 

62.9 

円 銭 

178.07 

174.82 
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３.平成 29 年３月期の連結業績予想(平成 28 年 4 月 1日～平成 29 年 3 月 31 日) 
【訂正前】 
 

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

1 株当たり

当期純利益 

 

第 2 四半期(累計) 

通期 

百万円 

2,340 

5,300 

％ 

2.7 

3.2 

百万円 

△23 

270 

％ 

― 

17.4 

百万円 

△27 

300 

％ 

― 

3.4 

百万円 

△37 

245 

％ 

― 

△23.2 

円 銭 

△2.14 

14.20 

 
【訂正後】 
 

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

1 株当たり

当期純利益 

 

第 2 四半期(累計) 

通期 

百万円 

2,340 

5,300 

％ 

2.7 

3.2 

百万円 

△23 

270 

％ 

― 

16.9 

百万円 

△27 

300 

％ 

― 

3.4 

百万円 

△37 

245 

％ 

― 

△23.2 

円 銭 

△2.14 

14.20 

 
 (参考)個別業績の概要 

【訂正前】 

 平成 28 年３月期の個別業績(平成 27 年 4月 1日～平成 28 年 3月 31 日) 
(1)個別経営成績   

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属する

当期純利益 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

253 

244 

％ 

3.9 

△5.6 

百万円 

△62 

△33 

％ 

― 

― 

百万円 

261 

239 

％ 

48.8 

45.0 

百万円 

264 

190 

％ 

39.6 

44.0 

 

 
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 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

円 銭 

15.32 

10.97 

円 銭 

― 

― 

(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 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

3,787 

3,763 

百万円 

3,156 

3,157 

％ 

83.3 

83.9 

円 銭 

182.88 

172.82 

（参考）自己資本  28 年 3 月期 3,156 百万円   27 年 3 月期 3,157 百万円 

 

【訂正後】 

 (1)個別経営成績  

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属する

当期純利益 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

253 

244 

％ 

3.9 

△5.6 

百万円 

△55 

△33 

％ 

― 

― 

百万円 

268 

239 

％ 

52.6 

45.0 

百万円 

269 

190 

％ 

42.1 

44.0 

 

 
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 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

円 銭 

15.60 

10.97 

円 銭 

― 

― 

(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 

 

28 年 3 月期 

27 年 3 月期 

百万円 

3,792 

3,763 

百万円 

3,160 

3,157 

％ 

83.4 

83.9 

円 銭 

183.16 

172.82 

（参考）自己資本  28 年 3 月期 3,160 百万円   27 年 3 月期 3,157 百万円 
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【訂正前】 

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 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する当期純利益 

 平成28年3月期（百万円） 5,135 230 290 318 

 平成27年3月期（百万円） 4,815 162 239 190 

 前期比（％） 106.6 142.0 121.3 167.7 

～ 中略 ～ 

＜当社グループの営業の経過および成果＞ 

主力のオーダーメイド販売が好調に推移し、オーダーワイシャツの売上高増加もあり当連結会計年度

の経営成績は、売上高5135百万円（前期比6.6％増）となりました。 

オーダーメイドスーツ売上高の増加は、より良いものを求めるお客様に対し、品質に拘り、テーラー銀

座山形屋のプロとして一着一着を大切に販売することを“ぶれることなく”継続しつづけてきたことに

より、結果として着数が増加し、1着当たりの販売単価が1,900円ほどアップしたことが要因であります。

販売費及び一般管理費は出店費用・新卒採用増等により増加いたしましたが経常利益は290百万円（前期

比21.3％増）となりました。また、税効果会計に伴う繰延税金資産の計上90百万円等により当期純利益

は318百万円（前期比67.8％増）となりました。 

～ 中略 ～ 

＜当社の営業の経過および成果＞ 

当事業年度における売上高は253百万円（前期比3.9％増）、経常利益におきましては子会社への貸付金

に対する貸倒引当金戻入益の計上等により261百万円（前期比48.8％増）となりました。当期純利益は、

264百万円（前期比39.6％増）となりました。 

 
 <次期の見通し> 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する当期純利益 

 平成29年3月期（百万円） 5,300 270 300 245 

 平成28年3月期（百万円） 5,135 230 290 318 

 前期比（％） 103.2 117.4 103.4 76.8 

                     ～ 中略 ～ 

(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16百万円増加し、4,812百万円となり

ました。 

 資産の部では、流動資産が前連結会計年度末と比較して187百万円増加しました。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92百万円増加したことや繰延税金資産の計上65百万円等

があった事によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末と比較して167百万円減少しました。主な要因は一部の投資有価証

券の時価の下落に伴う評価差額金の減少211百万円があった一方で、主に工場設備に対する有形固定

資産の増加29百万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37百万円減少し1,741百万円となりました 

これは、主に未払消費税の決済による減少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318百万円の計上をした一方で、剰余金の配当51百万円

を行った結果、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266百万円の増加とな

りました。 

 また、その他有価証券評価差額金は211百万円の減少でありました。      
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【訂正後】 

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 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 平成28年3月期（百万円） 5,135 231 290 319 

 平成27年3月期（百万円） 4,815 162 239 190 

 前期比（％） 106.6 142.2 121.3 168.1 

～ 中略 ～ 

＜当社グループの営業の経過および成果＞ 

主力のオーダーメイド販売が好調に推移し、オーダーワイシャツの売上高増加もあり当連結会計年度

の経営成績は、売上高5135百万円（前期比6.6％増）となりました。 

オーダーメイドスーツ売上高の増加は、より良いものを求めるお客様に対し、品質に拘り、テーラー銀

座山形屋のプロとして一着一着を大切に販売することを“ぶれることなく”継続しつづけてきたことに

より、結果として着数が増加し、1着当たりの販売単価が1,900円ほどアップしたことが要因であります。

販売費及び一般管理費は出店費用・新卒採用増等により増加いたしましたが経常利益は290百万円（前期

比21.3％増）となりました。また、税効果会計に伴う繰延税金資産の計上90百万円等により当期純利益

は319百万円（前期比68.1％増）となりました。 

～ 中略 ～ 

 
＜当社の営業の経過および成果＞ 

当事業年度における売上高は253百万円（前期比3.9％増）、経常利益におきましては子会社への貸付金

に対する貸倒引当金戻入益の計上等により268百万円（前期比52.6％増）となりました。当期純利益は、

269百万円（前期比42.1％増）となりました。 

 
 <次期の見通し> 

 売上高 営業利益 経常利益 

当期純利益 

(親会社株主に帰属 

する当期純利益) 

 平成29年3月期（百万円） 5,300 270 300 245 

 平成28年3月期（百万円） 5,135 231 290 319 

 前期比（％） 103.2 116.9 103.4 76.8 

                     ～ 中略 ～ 

(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28百万円増加し、4,824百万円となり

ました。 

 資産の部では、流動資産が前連結会計年度末と比較して186百万円増加しました。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92百万円増加したことや繰延税金資産の計上67百万円等

があった事によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末と比較して157百万円減少しました。主な要因は一部の投資有価証

券の時価の下落に伴う帳簿価額の減少195百万円があった一方で、主に工場設備に対する有形固定

資産の増加29百万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26百万円減少し1,751百万円となりました 

これは、主に未払消費税の決済による減少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319百万円の計上をした一方で、剰余金の配当51百万円

を行った結果、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267百万円の増加とな

りました。 

 また、その他有価証券評価差額金は211百万円の減少でありました。 

                      ～ 後略 ～   
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【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27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 1,102,423 1,194,464 
受取手形及び売掛金 557,165 558,227 
商品及び製品 144,202 160,930 
仕掛品 23,530 24,964 
原材料 117,395 117,569 
繰延税金資産 - 67,127 
その他 59,897 66,604 
貸倒引当金 △1,692 △842 

流動資産合計 2,002,921 2,189,044 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物 737,883 751,118 
減価償却累計額 △611,778 △627,266 

建物及び構築物（純額） 126,105 123,851 

機械装置及び運搬具 647,588 725,096 
減価償却累計額 △544,741 △588,699 

機械装置及び運搬具（純額） 102,846 136,396 

工具、器具及び備品 78,871 82,418 
減価償却累計額 △51,923 △59,117 

工具、器具及び備品（純額） 26,947 23,300 

土地 193,078 193,078 
リース資産 27,980 33,527 

減価償却累計額 △14,375 △18,057 

リース資産（純額） 13,605 15,470 

有形固定資産合計 462,583 492,098 

無形固定資産   
電話加入権 2,956 2,885 
その他 1,375 841 

無形固定資産合計 4,332 3,726 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,435,943 1,240,788 
敷金及び保証金 770,746 767,354 
その他 133,259 132,196 
貸倒引当金 △14,251 △11,221 

投資その他の資産合計 2,325,697 2,129,116 

固定資産合計 2,792,613 2,624,941 

資産合計 4,795,535 4,813,986 
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

負債の部   
流動負債   

買掛金 205,507 200,030 
未払金 147,826 123,844 
リース債務 5,979 6,471 
未払法人税等 17,021 41,924 
未払消費税等 105,312 57,172 
ポイント引当金 41,177 46,194 
その他 242,818 238,109 

流動負債合計 765,644 713,748 

固定負債   
リース債務 14,661 13,993 
繰延税金負債 131,705 123,682 
役員退職慰労引当金 87,048 89,479 
退職給付に係る負債 579,233 596,396 
預り保証金 12,110 13,110 
資産除去債務 187,688 191,248 

固定負債合計 1,012,447 1,027,910 

負債合計 1,778,092 1,741,659 

純資産の部   
株主資本   

資本金 2,727,560 2,727,560 
利益剰余金 90,966 358,138 
自己株式 △79,929 △80,462 

株主資本合計 2,738,597 3,005,237 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 278,844 67,089 

その他の包括利益累計額合計 278,844 67,089 

純資産合計 3,017,442 3,072,327 

負債純資産合計 4,795,535 4,813,986 
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【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27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 1,102,423 1,194,464 
受取手形及び売掛金 557,165 558,227 
商品及び製品 144,202 160,930 
仕掛品 23,530 24,964 
原材料 117,395 117,569 
繰延税金資産 - 67,127 
その他 59,897 66,604 
貸倒引当金 △1,692 △842 

流動資産合計 2,002,921 2,189,044 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物 737,883 751,118 
減価償却累計額 △611,778 △627,266 

建物及び構築物（純額） 126,105 123,851 

機械装置及び運搬具 647,588 725,096 
減価償却累計額 △544,741 △588,699 

機械装置及び運搬具（純額） 102,846 136,396 

工具、器具及び備品 78,871 82,418 
減価償却累計額 △51,923 △59,117 

工具、器具及び備品（純額） 26,947 23,300 

土地 193,078 193,078 
リース資産 27,980 33,527 

減価償却累計額 △14,375 △18,057 

リース資産（純額） 13,605 15,470 

有形固定資産合計 462,583 492,098 

無形固定資産   
電話加入権 2,956 2,885 
その他 1,375 841 

無形固定資産合計 4,332 3,726 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,435,943 1,240,788 
敷金及び保証金 

繰延税金資産 
770,746 

- 
767,354 

10,306 

その他 133,259 132,196 
貸倒引当金 △14,251 △11,221 

投資その他の資産合計 2,325,697 2,139,423 

固定資産合計 2,792,613 2,635,248 

資産合計 4,795,535 4,824,293 



－ 8 － 

 
  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年３月31日) 

負債の部   
流動負債   

買掛金 205,507 200,030 
未払金 147,826 123,844 
リース債務 5,979 6,471 
未払法人税等 17,021 41,257 
未払消費税等 105,312 57,172 
ポイント引当金 41,177 46,194 
その他 242,818 238,109 

流動負債合計 765,644 713,081 

固定負債   
リース債務 14,661 13,993 
繰延税金負債 131,705 133,989 
役員退職慰労引当金 87,048 89,479 
退職給付に係る負債 579,233 596,396 
預り保証金 12,110 13,110 
資産除去債務 187,688 191,248 

固定負債合計 1,012,447 1,038,217 

負債合計 1,778,092 1,751,299 

純資産の部   
株主資本   

資本金 2,727,560 2,727,560 
利益剰余金 90,966 358,805 
自己株式 △79,929 △80,462 

株主資本合計 2,738,597 3,005,904 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 278,844 67,089 

その他の包括利益累計額合計 278,844 67,089 

純資産合計 3,017,442 3,072,994 

負債純資産合計 4,795,535 4,824,293 



－ 9 － 

【訂正前】 

（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）  
  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

売上高   
製商品売上高 4,131,887 4,446,727 
受託加工売上高 683,908 689,114 

売上高合計 4,815,796 5,135,842 

売上原価   
製商品売上原価 1,707,497 1,833,510 
受託加工売上原価 507,377 509,432 

売上原価合計 2,214,874 2,342,942 

売上総利益 2,600,921 2,792,899 

販売費及び一般管理費   
販売手数料 122,350 130,540 
広告宣伝費 163,311 171,752 
給料及び手当 923,474 942,090 
退職給付費用 57,882 57,347 
減価償却費 17,090 24,057 
賃借料 408,637 436,341 
その他 745,615 799,934 

販売費及び一般管理費合計 2,438,362 2,562,065 

営業利益 162,558 230,834 

営業外収益   
受取利息 893 472 
受取配当金 31,162 31,583 
受取手数料 14,885 16,785 
助成金収入 20,836 9,856 
雑収入 10,373 9,677 

営業外収益合計 78,150 68,374 

営業外費用   
支払利息 700 543 
リース解約損 - 3,434 
固定資産除却損 - 2,176 
雑損失 595 2,585 

営業外費用合計 1,296 8,739 

経常利益 239,412 290,469 

特別損失   
減損損失 5,165 11,968 
投資有価証券評価損 20,000 - 

特別損失合計 25,165 11,968 

税金等調整前当期純利益 214,246 278,501 

法人税、住民税及び事業税 21,670 50,309 
法人税等調整額 2,400 △90,760 

法人税等合計 24,070 △40,451 

当期純利益 190,176 318,952 

親会社株主に帰属する当期純利益 190,176 318,952 



－ 10 － 

【訂正後】 

（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）  
  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

売上高   
製商品売上高 4,131,887 4,446,727 
受託加工売上高 683,908 689,114 

売上高合計 4,815,796 5,135,842 

売上原価   
製商品売上原価 1,707,497 1,833,290 
受託加工売上原価 507,377 509,329 

売上原価合計 2,214,874 2,342,620 

売上総利益 2,600,921 2,793,222 

販売費及び一般管理費   
販売手数料 122,350 130,540 
広告宣伝費 163,311 171,752 
給料及び手当 923,474 942,090 
退職給付費用 57,882 57,347 
減価償却費 17,090 24,057 
賃借料 408,637 436,341 
その他 745,615 799,934 

販売費及び一般管理費合計 2,438,362 2,562,065 

営業利益 162,558 231,156 

営業外収益   
受取利息 893 472 
受取配当金 31,162 31,583 
受取手数料 14,885 16,785 
助成金収入 20,836 9,856 
雑収入 10,373 9,354 

営業外収益合計 78,150 68,052 

営業外費用   
支払利息 700 543 
リース解約損 410 3,434 
事務所移転費用 - 1,203 
固定資産除却損 - 2,176 
雑損失 184 1,381 

営業外費用合計 1,296 8,739 

経常利益 239,412 290,469 

特別損失   
減損損失 5,165 11,968 
投資有価証券評価損 20,000 - 

特別損失合計 25,165 11,968 

税金等調整前当期純利益 214,246 278,501 

法人税、住民税及び事業税 21,670 49,642 
法人税等調整額 2,400 △90,760 

法人税等合計 24,070 △41,117 

当期純利益 190,176 319,619 

親会社株主に帰属する当期純利益 190,176 319,619 



－ 11 － 

【訂正前】 

（連結包括利益計算書）  
  （単位：千円）

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当期純利益 190,176 318,952 
その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 35,102 △211,755 

その他の包括利益合計 35,102 △211,755 

包括利益 225,278 107,197 

（内訳）   
親会社株主に係る包括利益 225,278 107,197 
非支配株主に係る包括利益 － - 

 

 
【訂正後】 

（連結包括利益計算書）  
  （単位：千円）

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

当期純利益 190,176 319,619 
その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 35,102 △211,755 

その他の包括利益合計 35,102 △211,755 

包括利益 225,278 107,864 

（内訳）   
親会社株主に係る包括利益 225,278 107,864 
非支配株主に係る包括利益 － - 

 

 



－ 12 － 

【訂正前】 

（３）連結株主資本変動計算書 

               ～ 前  略～ 

 
当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28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 2,727,560 - 90,966 △79,929 2,738,597 

当期変動額      

剰余金の配当 △51,780 △51,780

親会社株主に帰属する当期

純利益 318,952 318,952

自己株式の取得    △532 △532 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計   267,171 △532 266,639 

当期末残高 2,727,560 - 358,138 △80,462 3,005,237 

 

 その他の包括利益累計額 
純資産合計 

 
その他有価証券評価

差額金 
その他の包括利益累

計額合計 

当期首残高 278,844 278,844 3,017,442 

当期変動額    

剰余金の配当 △51,780

親会社株主に帰属する当期

純利益 318,952

自己株式の取得   △532 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） △211,755 △211,755 △211,755 

当期変動額合計 △211,755 △211,755 54,884 

当期末残高 67,089 67,089 3,072,327 



－ 13 － 

【訂正後】 

（３）連結株主資本変動計算書 

               ～ 前  略～ 

 
当連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28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 2,727,560 - 90,966 △79,929 2,738,597 

当期変動額      

剰余金の配当 △51,780 △51,780

親会社株主に帰属する当期

純利益 319,619 319,619

自己株式の取得    △532 △532 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計   267,839 △532 267,307 

当期末残高 2,727,560 - 358,805 △80,462 3,005,904 

 

 その他の包括利益累計額 
純資産合計 

 
その他有価証券評価

差額金 
その他の包括利益累

計額合計 

当期首残高 278,844 278,844 3,017,442 

当期変動額    

剰余金の配当 △51,780

親会社株主に帰属する当期

純利益 319,619

自己株式の取得   △532 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） △211,755 △211,755 △211,755 

当期変動額合計 △211,755 △211,755 55,551 

当期末残高 67,089 67,089 3,072,994 



－ 14 － 

【訂正前】 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

               ～ 前 略 ～    

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 

               ～ 前 略 ～      

   当連結会計年度（自  平成27年4月1日  至  平成28年3月31日） 

（単位：千円） 

 報告セグメント 

合計 
 小売事業 卸売事業 

受託縫製 

事業 

売上高     

外部顧客への売上高 2,264,512 1,810,180 1,050,762 5,125,455 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
- - 1,953,668 1,953,668 

計 2,264,512 1,810,180 3,004,430 7,079,124 

セグメント利益 148,696 97,083 55,091 300,872 

セグメント資産 880,821 520,571 838,708 2,240,101 

その他の項目     

減価償却費 5,810 3,507 50,432 59,760 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
6,706 5,906 110,948 123,562 

 
   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） 

 
                  ～ 前 略 ～ 

                                           

（単位：千円） 

利益 

前連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成27年４月１日 

至 平成28年３月31日） 

報告セグメント計 206,571 300,872 

棚卸資産の調整額 △528 △874 

その他の調整額 △9,503 △6,520 

全社収益(注1.) 244,185 253,807 

全社費用(注2.) △278,167 △316,451 

連結財務諸表の営業利益 162,558 230,834 

（注1.）全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの経営指導料、不動産賃貸収入等であり 

ます。     

（注2.）全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用であります。



－ 15 － 

  
                                     (単位：千円） 

資産 
前連結会計年度 

（平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成28年３月31日） 

報告セグメント計 2,180,129 2,240,101 

その他の調整額 △532,090 △566,044 

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △616,040 △656,558 

全社資産 (注) 3,763,536 3,796,487 

連結財務諸表の資産合計 4,795,535 4,813,986 

(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 37,529 59,760 23,310 14,938 60,839 81,225 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
122,576 123,562 20,973 710 143,549 124,273 

 

 
【訂正後】 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

               ～ 前 略 ～    

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 

                ～ 前 略 ～      

   当連結会計年度（自  平成27年4月1日  至  平成28年3月31日） 

（単位：千円） 

 報告セグメント 

合計 
 小売事業 卸売事業 

受託縫製 

事業 

売上高     

外部顧客への売上高 2,264,512 1,810,180 1,050,762 5,125,455 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
- - 1,953,668 1,953,668 

計 2,264,512 1,810,180 3,004,430 7,079,124 

セグメント利益 148,696 102,310 43,414 294,422 

セグメント資産 880,821 520,571 838,708 2,240,101 

その他の項目     

減価償却費 5,810 3,507 50,442 59,760 

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
6,706 5,906 110,948 123,562 

 



－ 16 － 

 
   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） 

 
                  ～ 前 略 ～ 

                                             

（単位：千円） 

利益 

前連結会計年度 

（自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成27年４月１日 

至 平成28年３月31日） 

報告セグメント計 206,571 294,422 

棚卸資産の調整額 △528 △874 

その他の調整額 △9,503 △6,520 

全社収益(注1.) 244,185 253,807 

全社費用(注2.) △278,167 △309,678 

連結財務諸表の営業利益 162,558 231,156 

（注1.）全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの経営指導料、不動産賃貸収入等であり  

ます。     

（注2.）全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用であります。 

 
                                              

（単位：千円） 

資産 
前連結会計年度 

（平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成28年３月31日） 

報告セグメント計 2,180,129 2,240,101 

その他の調整額 △532,090 △533,564 

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △616,040 △674,601 

全社資産 (注) 3,763,536 3,792,357 

連結財務諸表の資産合計 4,795,535 4,824,293 

(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 37,529 59,760 23,310 21,458 60,839 81,219 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
122,576 123,562 20,973 710 143,549 124,273 



－ 17 － 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

 
 

 

前連結会計年度 

（自  平成26年４月１日 

至  平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成27年４月１日 

至  平成28年３月31日） 

１株当たり純資産額 174円  82銭 178円  03銭 

１株当たり当期純利益金額 11円  02銭 18円  48銭 

（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26年4月 1日 

   至 平成27年3月31日） 

 当連結会計年度 

（自 平成27年4月 1日 

   至 平成28年3月31日） 

 親会社株主に帰属する当期純利益 

金額（千円） 
190,176 318,952 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る親会社株主に帰属する 

当期純利益金額 
190,176 318,952 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 17,261 17,258 

 

   3. １株当たり純資産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 

   （平成27年3月31日） 

当連結会計年度 

   （平成28年3月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 3,017,442 3,072,327 

純資産の部の合計額から控除する 

金額（千円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,017,442 3,072,327 

1株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（千株） 
17,260 17,257 



－ 18 － 

 

 

 

【訂正後】 

（１株当たり情報） 

 

 

 

前連結会計年度 

（自  平成26年４月１日 

至  平成27年３月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成27年４月１日 

至  平成28年３月31日） 

１株当たり純資産額 174円  82銭 178円  07銭 

１株当たり当期純利益金額 11円  02銭 18円  52銭 

（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26年4月 1日 

 至 平成27年3月31日） 

 当連結会計年度 

（自 平成27年4月 1日 

   至 平成28年3月31日） 

 親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） 190,176 319,619 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る親会社株主に帰属する 

当期純利益金額 
190,176 319,619 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 17,261 17,258 

 

   3. １株当たり純資産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 

   （平成27年3月31日） 

当連結会計年度 

   （平成28年3月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 3,017,442 3,072,994 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,017,442 3,072,994 

1株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（千株） 
17,260 17,257 

                          

以 上  


