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平成 26 年６月５日 

 

各 位 
会 社 名 田 中 商 事 株 式 会 社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  鳥 谷 部  毅

 （コード番号 7619 東証第一部）

問合せ先 常務取締役管理本部長 春日 国敏

 （ T E L  0 3 － 3 7 6 5 － 5 2 1 1 ）

 

（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 
 

平成 26 年５月９日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）」について、一部訂正すべき事

項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

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いたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

「平成 26 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、「販売費及び一般管理費」、「税金計算」に修正すべき

箇所があったこと並びに記載の誤りが判明したため、訂正するものです。 

 

２．訂正箇所 

○サマリー情報１ページ 

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） 

【訂正前】 

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

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26 年 3月期 26,743 14.1 964 55.8 954 57.8 522 97.6

25 年 3 月期 23,435 11.1 619 14.5 604 15.7 264 104.9

（注）包括利益  26 年 3 月期  535 百万円（99.3％）  25 年 3 月期  268 百万円（103.3％） 

 
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 59.35 ― 6.2 4.4 3.6

25 年 3 月期 30.04 ― 3.2 3.0 2.6

（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 22,695 8,599 37.9 976.26

25 年 3 月期 20,397 8,331 40.8 945.90

（参考）自己資本  26 年 3 月期 8,599 百万円  25 年 3 月期 8,331 百万円 

 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

26 年 3月期 16 △517 717 972

25 年 3 月期 494 △146 △221 756
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【訂正後】 

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

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26 年 3月期 26,743 14.1 969 56.6 959 58.7 525 98.8

25 年 3 月期 23,435 11.1 619 14.5 604 15.7 264 104.9

（注）包括利益  26 年 3 月期  538 百万円（100.4％）  25 年 3 月期  268 百万円（103.3％） 

 
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 59.71 ― 6.2 4.5 3.6

25 年 3 月期 30.04 ― 3.2 3.0 2.6

（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 22,687 8,602 37.9 976.62

25 年 3 月期 20,397 8,331 40.8 945.90

（参考）自己資本  26 年 3 月期 8,602 百万円  25 年 3 月期 8,331 百万円 

 

 (3)連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

26 年 3月期 30 △531 717 972

25 年 3 月期 494 △146 △221 756

 

○サマリー情報１ページ 

２．配当の状況 

【訂正前】 

 
年間配当金 配当金総額 

（合計） 

配当性向 

（連結） 
純資産配当

率（連結）
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

25 年 3月期 － 10.00 － 10.00 20.00 176 66.6 2.1

26 年 3 月期 － 10.00 － 10.00 20.00 176 33.7 2.0

27 年 3 月期（予想） － － － － －  － 

（注）配当予想につきましては、未定とさせていただきます。 

 

【訂正後】 

 
年間配当金 配当金総額 

（合計） 

配当性向 

（連結） 
純資産配当

率（連結）
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

25 年 3月期 － 10.00 － 10.00 20.00 176 66.6 2.1

26 年 3 月期 － 10.00 － 10.00 20.00 176 33.5 2.0

27 年 3 月期（予想） － － － － －  － 

（注）配当予想につきましては、未定とさせていただきます。 
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○サマリー情報１ページ 

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） 

【訂正前】 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 30,650 14.6 1,584 64.3 1,570 64.5 785 50.2 89.14

 

【訂正後】 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 30,650 14.6 1,584 63.4 1,570 63.7 785 49.3 89.14

 

○添付資料２ページ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

【訂正前】 

 (1）経営成績に関する分析 

〈省略〉 

 この結果、当連結会計年度の連結売上高は26,743,984千円（前期比114.1％）となり、同利益面におきましては営業

利益964,649千円（前期比155.8％）、経常利益954,372千円（前期比157.8％）、当期純利益522,791千円（前期比197.6％）

となりました。 

〈省略〉 

 

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,297,620千円増加し、22,695,449千円となりました。 

 流動資産は、現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,698,287千円増

加し、11,622,318千円となりました。 

 固定資産は、本社社屋建替えに伴う建物及び構築物の増加、新設営業所用地取得等により、前連結会計年度末に比

べ599,332千円増加し、11,073,131千円となりました 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,786,515千円増加

し、12,847,826千円となりました。 

 固定負債は、退職給付に係る負債等により、前連結会計年度末に比べ243,815千円増加し、1,248,474千円となりま

した。 

 純資産は、剰余金の配当等がありましたが、当期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比

べ267,289千円増加し、8,599,148千円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて216,376千円

増加し、972,696千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、売上債権の増加等がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の

増加等により16,710千円（前年同期に得られた資金は494,048千円）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、本社社屋建替えに伴う建物及び構築物等に係る支払い等により517,392千円（前年

同期に使用した資金は146,478千円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果に得られた資金は、利益配当金の支払い等がありましたが、短期借入金の増加等により、717,059

千円（前年同期使用した資金は221,422千円）となりました。 
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 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期

自己資本比率（％） 48.1 44.9 42.1 40.8 37.9

時価ベースの株主資本比率

（％） 
17.6 19.0 20.4 21.9 22.2

キャッシュフロー対有利子 

負債比率（年） 
23.6 27.4 344.0 12.7 430.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
6.7 7.6 0.6 17.8 0.7

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュフロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

【訂正後】 

(1）経営成績に関する分析 

〈省略〉 

 この結果、当連結会計年度の連結売上高は26,743,984千円（前期比114.1％）となり、同利益面におきましては営業

利益969,741千円（前期比156.6％）、経常利益959,465千円（前期比158.7％）、当期純利益525,971千円（前期比198.8％）

となりました。 

〈省略〉 

 

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,289,706千円増加し、22,687,535千円となりました。 

 流動資産は、現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,690,374千円増

加し、11,614,404千円となりました。 

 固定資産は、本社社屋建替えに伴う建物及び構築物の増加、新設営業所用地取得等により、前連結会計年度末に比

べ599,332千円増加し、11,073,131千円となりました 

 流動負債は、支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,775,422千円増加

し、12,836,733千円となりました。 

 固定負債は、退職給付に係る負債等により、前連結会計年度末に比べ243,815千円増加し、1,248,474千円となりま

した。 

 純資産は、剰余金の配当等がありましたが、当期純利益による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比

べ270,469千円増加し、8,602,327千円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて216,376千円

増加し、972,696千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、売上債権の増加等がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の

増加等により30,446千円（前年同期に得られた資金は494,048千円）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、本社社屋建替えに伴う建物及び構築物等に係る支払い等により531,128千円（前年

同期に使用した資金は146,478千円）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果に得られた資金は、利益配当金の支払い等がありましたが、短期借入金の増加等により、717,059

千円（前年同期使用した資金は221,422千円）となりました。 
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 当社グループのキャッシ

ュ・フロー指標のトレンドは下

記のとおりであります。 

平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期

自己資本比率（％） 48.1 44.9 42.1 40.8 37.9

時価ベースの株主資本比率

（％） 
17.6 19.0 20.4 21.9 22.2

キャッシュフロー対有利子 

負債比率（年） 
23.6 27.4 344.0 12.7 236.48

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
6.7 7.6 0.6 17.8 1.2

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュフロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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○添付資料８ページ～14ページ 

４．連結財務諸表 

【訂正前】 

（１）連結貸借対照表 

 (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 756,319 972,696

受取手形及び売掛金 7,444,793 8,875,879

商品及び製品 1,506,185 1,506,561

仕掛品 6,005 3,608

原材料及び貯蔵品 44,274 37,656

繰延税金資産 89,188 127,799

その他 108,059 135,263

貸倒引当金 △30,795 △37,147

流動資産合計 9,924,030 11,622,318

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 5,842,285 6,448,602

減価償却累計額 △3,281,725 △3,381,788

建物及び構築物（純額） 2,560,560 3,066,814

土地 6,795,201 6,969,348

その他 1,157,429 867,541

減価償却累計額 △812,916 △688,303

その他（純額） 344,513 179,238

有形固定資産合計 9,700,274 10,215,400

無形固定資産 

借地権 183,254 183,254

その他 13,518 13,490

無形固定資産合計 196,772 196,745

投資その他の資産 

繰延税金資産 359,593 441,978

その他 409,022 406,242

貸倒引当金 △191,865 △187,235

投資その他の資産合計 576,750 660,985

固定資産合計 10,473,798 11,073,131

資産合計 20,397,829 22,695,449
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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 3,858,575 4,447,803

短期借入金 6,270,000 7,200,000

未払法人税等 253,365 341,368

賞与引当金 105,229 165,259

その他 574,140 693,395

流動負債合計 11,061,311 12,847,826

固定負債 

退職給付引当金 935,834 －

退職給付に係る負債 － 1,190,771

役員退職慰労引当金 16,400 22,900

その他 52,424 34,802

固定負債合計 1,004,659 1,248,474

負債合計 12,065,970 14,096,301

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 6,303,982 6,650,606

自己株式 △13,623 △13,677

株主資本合計 8,314,712 8,661,282

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 17,146 30,140

退職給付に係る調整累計額 - △92,275

その他の包括利益累計額合計 17,146 △62,134

純資産合計 8,331,858 8,599,148

負債純資産合計 20,397,829 22,695,449
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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） 

 (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 23,435,158 26,743,984

売上原価 19,576,895 22,450,343

売上総利益 3,858,262 4,293,640

販売費及び一般管理費 3,239,161 3,328,991

営業利益 619,100 964,649

営業外収益 

受取利息 43 44

受取配当金 861 1,195

その他 12,418 13,499

営業外収益合計 13,323 14,739

営業外費用 

支払利息 27,748 24,950

その他 4 64

営業外費用合計 27,752 25,015

経常利益 604,672 954,372

特別利益 

固定資産売却益 91,884 18,149

投資有価証券売却益 7,840 －

特別利益合計 99,724 18,149

特別損失 

固定資産除却損 18,295 2,876

固定資産売却損 325 17,275

災害による損失 1,070 2,130

本社移転費用 102,244 18,530

その他 4,486 －

特別損失合計 126,422 40,812

税金等調整前当期純利益 577,973 931,709

法人税、住民税及び事業税 362,991 486,011

法人税等調整額 △49,650 △77,093

法人税等合計 313,340 408,918

少数株主損益調整前当期純利益 264,633 522,791

当期純利益 264,633 522,791
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（連結包括利益計算書） 

 （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 264,633 522,791

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 4,261 12,994

その他の包括利益合計 4,261 12,994

包括利益 268,894 535,786

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 268,894 535,786

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 

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） 

〈省略〉 

 

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 1,073,200 951,153 6,303,982 △13,623 8,314,712

当期変動額   

剰余金の配当  △176,166  △176,166

当期純利益  522,791  522,791

自己株式の取得  △54 △54

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計  346,624 △54 346,570

当期末残高 1,073,200 951,153 6,650,606 △13,677 8,661,282

 

 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 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 

当期首残高 17,146 － 17,146 8,331,858

当期変動額  

剰余金の配当  △176,166

当期純利益  522,791

自己株式の取得  △54

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 12,994 △92,275 △79,280 △79,280

当期変動額合計 12,994 △92,275 △79,280 267,289

当期末残高 30,140 △92,275 △62,134 8,599,148
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（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 577,973 931,709

減価償却費 232,600 237,995

災害損失 1,070 2,130

役員退職功労加算金 － －

本社移転費用 102,244 16,306

貸倒引当金の増減額（△は減少） 84,966 1,721

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,856 60,029

退職給付引当金の増減額（△は減少） 136,548 111,562

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,900 6,500

受取利息及び受取配当金 △904 △1,240

支払利息 27,748 24,950

投資有価証券売却損益（△は益） △7,840 －

固定資産除売却損益（△は益） △72,757 △11,732

売上債権の増減額（△は増加） △851,451 △1,425,467

たな卸資産の増減額（△は増加） 128,030 8,638

差入保証金の増減額（△は増加） 2,814 3,550

その他の資産の増減額（△は増加） 4,042 △7,725

仕入債務の増減額（△は減少） 445,147 569,726

その他の負債の増減額（△は減少） 27,825 37,441

未払消費税等の増減額（△は減少） 46,871 △56,111

小計 875,886 509,984

利息及び配当金の受取額 904 1,240

利息の支払額 △27,730 △25,151

災害損失の支払額 △1,070 △2,130

役員退職功労加算金の支払額 － -

本社移転費用の支払額 △9,545 △67,231

法人税等の支払額 △344,398 △400,001

営業活動によるキャッシュ・フロー 494,048 16,710

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △236,560 △563,191

有形及び無形固定資産の売却による収入 104,559 36,658

固定資産の除却による支出 △9,300 －

投資有価証券の売却による収入 14,840 －

貸付けによる支出 △2,474 △200

貸付金の回収による収入 771 522

その他の支出 △25,430 △2,374

その他の収入 7,115 11,192

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,478 △517,392

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 930,000

リース債務の返済による支出 △35,589 △37,279

自己株式の取得による支出 △77 △54

配当金の支払額 △175,754 △175,607

財務活動によるキャッシュ・フロー △221,422 717,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126,147 216,376

現金及び現金同等物の期首残高 630,171 756,319

現金及び現金同等物の期末残高 756,319 972,696
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【訂正後】 

（１）連結貸借対照表 

 (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 756,319 972,696

受取手形及び売掛金 7,444,793 8,875,879

商品及び製品 1,506,185 1,506,561

仕掛品 6,005 3,608

原材料及び貯蔵品 44,274 37,656

繰延税金資産 89,188 127,936

その他 108,059 127,213

貸倒引当金 △30,795 △37,147

流動資産合計 9,924,030 11,614,404

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 5,842,285 6,448,602

減価償却累計額 △3,281,725 △3,381,788

建物及び構築物（純額） 2,560,560 3,066,814

土地 6,795,201 6,969,348

その他 1,157,429 867,541

減価償却累計額 △812,916 △688,303

その他（純額） 344,513 179,238

有形固定資産合計 9,700,274 10,215,400

無形固定資産 

借地権 183,254 183,254

その他 13,518 13,490

無形固定資産合計 196,772 196,745

投資その他の資産 

繰延税金資産 359,593 441,978

その他 409,022 406,242

貸倒引当金 △191,865 △187,235

投資その他の資産合計 576,750 660,985

固定資産合計 10,473,798 11,073,131

資産合計 20,397,829 22,687,535
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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 3,858,575 4,447,803

短期借入金 6,270,000 7,200,000

未払法人税等 253,365 343,425

賞与引当金 105,229 165,259

その他 574,140 680,244

流動負債合計 11,061,311 12,836,733

固定負債 

退職給付引当金 935,834 －

退職給付に係る負債 － 1,190,771

役員退職慰労引当金 16,400 22,900

その他 52,424 34,802

固定負債合計 1,004,659 1,248,474

負債合計 12,065,970 14,085,207

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,073,200 1,073,200

資本剰余金 951,153 951,153

利益剰余金 6,303,982 6,653,786

自己株式 △13,623 △13,677

株主資本合計 8,314,712 8,664,462

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 17,146 30,140

退職給付に係る調整累計額 - △92,275

その他の包括利益累計額合計 17,146 △62,134

純資産合計 8,331,858 8,602,327

負債純資産合計 20,397,829 22,687,535



14 

 

（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 23,435,158 26,743,984

売上原価 19,576,895 22,450,343

売上総利益 3,858,262 4,293,640

販売費及び一般管理費 3,239,161 3,323,898

営業利益 619,100 969,741

営業外収益 

受取利息 43 44

受取配当金 861 1,195

その他 12,418 13,499

営業外収益合計 13,323 14,739

営業外費用 

支払利息 27,748 24,950

その他 4 64

営業外費用合計 27,752 25,015

経常利益 604,672 959,465

特別利益 

固定資産売却益 91,884 18,149

投資有価証券売却益 7,840 －

特別利益合計 99,724 18,149

特別損失 

固定資産除却損 18,295 2,876

固定資産売却損 325 17,275

災害による損失 1,070 2,130

本社移転費用 102,244 18,530

その他 4,486 －

特別損失合計 126,422 40,812

税金等調整前当期純利益 577,973 936,802

法人税、住民税及び事業税 362,991 488,061

法人税等調整額 △49,650 △77,230

法人税等合計 313,340 410,831

少数株主損益調整前当期純利益 264,633 525,971

当期純利益 264,633 525,971
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（連結包括利益計算書） 

 （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 264,633 525,971

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 4,261 12,994

その他の包括利益合計 4,261 12,994

包括利益 268,894 538,965

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 268,894 538,965

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 

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） 

〈省略〉 

 

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 1,073,200 951,153 6,303,982 △13,623 8,314,712

当期変動額   

剰余金の配当  △176,166  △176,166

当期純利益  525,971  525,971

自己株式の取得  △54 △54

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計  349,804 △54 349,750

当期末残高 1,073,200 951,153 6,653,786 △13,677 8,664,462

 

 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 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 

当期首残高 17,146 － 17,146 8,331,858

当期変動額  

剰余金の配当  △176,166

当期純利益  525,971

自己株式の取得  △54

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 12,994 △92,275 △79,280 △79,280

当期変動額合計 12,994 △92,275 △79,280 270,469

当期末残高 30,140 △92,275 △62,134 8,602,327
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（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 577,973 936,802

減価償却費 232,600 237,995

災害損失 1,070 2,130

役員退職功労加算金 － －

本社移転費用 102,244 18,530

貸倒引当金の増減額（△は減少） 84,966 1,721

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,856 60,029

退職給付引当金の増減額（△は減少） 136,548 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 111,562

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,900 6,500

受取利息及び受取配当金 △904 △1,240

支払利息 27,748 24,950

投資有価証券売却損益（△は益） △7,840 －

固定資産除売却損益（△は益） △72,757 2,003

売上債権の増減額（△は増加） △851,451 △1,425,467

たな卸資産の増減額（△は増加） 128,030 8,638

差入保証金の増減額（△は増加） 2,814 3,550

その他の資産の増減額（△は増加） 4,042 325

仕入債務の増減額（△は減少） 445,147 569,726

その他の負債の増減額（△は減少） 27,825 24,298

未払消費税等の増減額（△は減少） 46,871 △56,111

小計 875,886 525,944

利息及び配当金の受取額 904 1,240

利息の支払額 △27,730 △25,151

災害損失の支払額 △1,070 △2,130

役員退職功労加算金の支払額 － -

本社移転費用の支払額 △9,545 △69,455

法人税等の支払額 △344,398 △400,001

営業活動によるキャッシュ・フロー 494,048 30,446

投資活動によるキャッシュ・フロー 
有形及び無形固定資産の取得による支出 △236,560 △563,191

有形及び無形固定資産の売却による収入 104,559 22,922

固定資産の除却による支出 △9,300 －

投資有価証券の売却による収入 14,840 －

貸付けによる支出 △2,474 △200

貸付金の回収による収入 771 522

その他の支出 △25,430 △2,374

その他の収入 7,115 11,192

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,478 △531,128

財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 930,000

リース債務の返済による支出 △35,589 △37,279

自己株式の取得による支出 △77 △54

配当金の支払額 △175,754 △175,607

財務活動によるキャッシュ・フロー △221,422 717,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126,147 216,376

現金及び現金同等物の期首残高 630,171 756,319

現金及び現金同等物の期末残高 756,319 972,696
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○添付資料15ページ 

（会計方針の変更） 

【訂正前】 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

〈省略〉 

 この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が1,190千円計上されるとともに、その他の包括

利益累計額92,275千円が減少しております。 

 なお、１株当たり純資産額は10.48円減少しております。 

 

【訂正後】 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

〈省略〉 

 この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が1,190,771千円計上されるとともに、その他の

包括利益累計額92,275千円が減少しております。 

 なお、１株当たり純資産額は10.48円減少しております。 

 

○添付資料15ページ 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

項目 

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 945円90銭 976円26銭 

１株当たり当期純利益金額   30円04銭   59円35銭 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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） 264,633 522,791 

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） 264,633 522,791 

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,808 8,808 
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【訂正後】 

項目 

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 945円90銭 976円62銭 

１株当たり当期純利益金額 30円04銭 59円71銭 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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） 264,633 525,971 

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） 264,633 525,971 

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,808 8,808 

 

以  上 


