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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年８月14日に提出いたしました第24期第１四半期（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）四半期

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

　

２ 【訂正事項】

　第一部　企業情報

　　第１　企業の概況

　　　１　主要な経営指標等の推移

　　第２　事業の状況

　　　３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　　　（1） 業績の状況

　　　（2） 財政状態の分析

　　第４　経理の状況

　　　２．監査証明について

　　　１　四半期連結財務諸表

　　　（1） 四半期連結貸借対照表

　　　　　（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

　　　　　注記事項

　　　　　　（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　　　（１株当たり情報）

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

　　（訂正前）

回次
第23期

第１四半期
連結累計期間

第24期
第１四半期
連結累計期間

第23期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 4,229,498 4,881,898 17,868,076

経常利益 (千円) 255,830 280,135 1,636,131

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 180,322 197,094 1,003,631

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 176,566 199,075 972,241

純資産額 (千円) 4,978,331 5,639,261 5,774,006

総資産額 (千円) 16,971,626 17,859,712 19,115,401

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 2.16 2.36 12.03

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 29.3 31.6 30.2
 

 

 

　　（訂正後）

回次
第23期

第１四半期
連結累計期間

第24期
第１四半期
連結累計期間

第23期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 4,229,498 4,881,898 17,868,076

経常利益 (千円) 232,199 241,884 1,550,507

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 158,799 182,004 904,404

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 155,044 183,986 873,015

純資産額 (千円) 4,888,963 5,457,099 5,606,934

総資産額 (千円) 16,837,277 17,710,212 18,882,363

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 1.90 2.18 10.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 29.0 30.8 29.7
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第２ 【事業の状況】

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　　（訂正前）

以上より、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は4,881百万円（前年同期比15.4％増）となり、営業

利益は248百万円（同13.4％増）、経常利益は280百万円（同9.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は197

百万円（同9.3％増）となりました。

 

　　（訂正後）

以上より、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は4,881百万円（前年同期比15.4％増）となり、営業

利益は210百万円（同7.6％増）、経常利益は241百万円（同4.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は182

百万円（同14.6％増）となりました。

 
(2) 財政状態の分析

　　（訂正前）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は17,859百万円（前期末比1,255百万円減）となりました。

流動資産は5,177百万円(同671百万円減)となりましたが、これは、主に現金及び預金が1,446百万円増加した一

方で、有価証券が1,540百万円、未収入金が453百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は12,682百万円（同583百万円減）となっております。これは、主に建物及び構築物が1,392百万円、工

具、器具及び備品が66百万円、土地が132百万円増加した一方で、建設仮勘定が2,257百万円減少したこと等による

ものであります。

また、負債合計は12,220百万円（同1,120百万円減）となりました。

流動負債は5,753百万円（同477百万円減）となりましたが、これは、主に前受金が374百万円増加した一方で、

未払金が431百万円、賞与引当金が262百万円、未払法人税等が138百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は6,467百万円（同643百万円減）となっておりますが、これは、主に長期借入金が628百万円減少した

ことが要因であります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は5,639百万円（同134百万円減）となっております。これは、主に配

当の支払により利益剰余金が減少したためであります。

 

　　（訂正後）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は17,710百万円（前期末比1,172百万円減）となりました。

流動資産は5,027百万円(同604百万円減)となりましたが、これは、主に現金及び預金が1,446百万円増加した一

方で、有価証券が1,540百万円、未収入金が453百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は12,683百万円（同568百万円減）となっております。これは、主に建物及び構築物が1,394百万円、工

具、器具及び備品が66百万円、土地が132百万円増加した一方で、建設仮勘定が2,257百万円減少したこと等による

ものであります。

また、負債合計は12,253百万円（同1,022百万円減）となりました。

流動負債は5,785百万円（同379百万円減）となりましたが、これは、主に前受金が374百万円増加した一方で、

未払金が430百万円、賞与引当金が262百万円、未払法人税等が152百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は6,467百万円（同643百万円減）となっておりますが、これは、主に長期借入金が628百万円減少した

ことが要因であります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は5,457百万円（同149百万円減）となっております。これは、主に配

当の支払により利益剰余金が減少したためであります。
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第４ 【経理の状況】

 

２．監査証明について

　　（訂正前）

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。

 

　　（訂正後）

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。

なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(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27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,329,340 2,776,291

  受取手形及び売掛金 58,021 61,839

  有価証券 1,861,969 321,015

  たな卸資産 142,306 32,552

  繰延税金資産 169,628 241,021

  未収入金 1,599,754 1,146,104

  その他 689,407 599,638

  貸倒引当金 △1,232 △1,264

  流動資産合計 5,849,195 5,177,198

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※1  6,904,680 ※1  8,419,225

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,939,173 △2,061,462

    建物及び構築物（純額） 4,965,507 6,357,762

   機械装置及び運搬具 3,714 3,714

    減価償却累計額 △3,640 △3,649

    機械装置及び運搬具（純額） 74 65

   工具、器具及び備品 378,169 ※1  460,710

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △217,839 △234,256

    工具、器具及び備品（純額） 160,330 226,454

   土地 755,418 888,264

   リース資産 19,115 -

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △18,328 -

    リース資産（純額） 787 -

   建設仮勘定 2,261,132 3,499

   有形固定資産合計 8,143,249 7,476,045

  無形固定資産   

   その他 11,606 11,243

   無形固定資産合計 11,606 11,243

  投資その他の資産   

   投資有価証券 102,016 103,119

   長期貸付金 2,572,970 2,544,560

   差入保証金 1,482,927 1,487,201

   繰延税金資産 305,186 384,965

   その他 664,194 691,164

   貸倒引当金 △15,944 △15,787

   投資その他の資産合計 5,111,350 5,195,224

  固定資産合計 13,266,206 12,682,513

 資産合計 19,115,401 17,859,712
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 209,859 141,380

  1年内返済予定の長期借入金 2,912,655 2,820,800

  未払金 1,245,552 813,684

  前受金 537,400 911,423

  未払法人税等 349,851 211,837

  未払消費税等 70,719 40,530

  繰延税金負債 111 -

  賞与引当金 334,000 72,000

  役員賞与引当金 55,000 -

  その他 515,768 741,583

  流動負債合計 6,230,919 5,753,239

 固定負債   

  長期借入金 6,592,223 5,963,458

  繰延税金負債 2,072 2,163

  役員退職慰労引当金 61,140 -

  退職給付に係る負債 314,299 329,081

  資産除去債務 140,740 159,468

  長期未払金 - 13,040

  固定負債合計 7,110,475 6,467,211

 負債合計 13,341,394 12,220,450

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,000,000 1,000,000

  資本剰余金 845,589 845,589

  利益剰余金 3,936,990 3,800,264

  自己株式 △258 △258

  株主資本合計 5,782,322 5,645,595

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 779 1,705

  退職給付に係る調整累計額 △13,206 △12,137

  その他の包括利益累計額合計 △12,427 △10,432

 非支配株主持分 4,111 4,097

 純資産合計 5,774,006 5,639,261

負債純資産合計 19,115,401 17,859,712
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　　（訂正後）

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,329,340 2,776,291

  受取手形及び売掛金 58,021 61,839

  有価証券 1,861,969 321,015

  たな卸資産 142,306 32,552

  繰延税金資産 157,413 227,448

  未収入金 1,599,754 1,146,104

  その他 483,654 463,092

  貸倒引当金 △1,232 △1,264

  流動資産合計 5,631,227 5,027,080

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※1  6,904,680 ※1  8,419,225

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,992,828 △2,113,251

    建物及び構築物（純額） 4,911,851 6,305,973

   機械装置及び運搬具 3,714 3,714

    減価償却累計額 △3,640 △3,649

    機械装置及び運搬具（純額） 74 65

   工具、器具及び備品 378,169 ※1  460,710

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △220,067 △236,275

    工具、器具及び備品（純額） 158,101 224,435

   土地 755,418 888,264

   リース資産 19,115 -

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △18,328 -

    リース資産（純額） 787 -

   建設仮勘定 2,261,132 3,499

   有形固定資産合計 8,087,365 7,422,237

  無形固定資産   

   その他 11,606 11,243

   無形固定資産合計 11,606 11,243

  投資その他の資産   

   投資有価証券 102,016 103,119

   長期貸付金 2,572,970 2,544,560

   差入保証金 1,482,927 1,487,201

   繰延税金資産 324,410 414,561

   その他 685,783 715,994

   貸倒引当金 △15,944 △15,787

   投資その他の資産合計 5,152,164 5,249,650

  固定資産合計 13,251,135 12,683,131

 資産合計 18,882,363 17,710,212
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 209,859 141,380

  1年内返済予定の長期借入金 2,912,655 2,820,800

  未払金 1,251,854 821,155

  前受金 537,400 911,423

  未払法人税等 277,584 125,422

  未払消費税等 70,719 152,135

  繰延税金負債 111 -

  賞与引当金 334,000 72,000

  役員賞与引当金 55,000 -

  その他 515,768 741,583

  流動負債合計 6,164,953 5,785,901

 固定負債   

  長期借入金 6,592,223 5,963,458

  繰延税金負債 2,072 2,163

  役員退職慰労引当金 61,140 -

  退職給付に係る負債 314,299 329,081

  資産除去債務 140,740 159,468

  長期未払金 - 13,040

  固定負債合計 7,110,475 6,467,211

 負債合計 13,275,428 12,253,112

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,000,000 1,000,000

  資本剰余金 845,589 845,589

  利益剰余金 3,769,918 3,618,102

  自己株式 △258 △258

  株主資本合計 5,615,250 5,463,433

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 779 1,705

  退職給付に係る調整累計額 △13,206 △12,137

  その他の包括利益累計額合計 △12,427 △10,432

 非支配株主持分 4,111 4,097

 純資産合計 5,606,934 5,457,099

負債純資産合計 18,882,363 17,710,212
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(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１四半期連結累計期間】

　　（訂正前）

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 4,229,498 4,881,898

売上原価 3,595,025 4,205,075

売上総利益 634,472 676,823

販売費及び一般管理費 415,097 427,978

営業利益 219,374 248,845

営業外収益   

 受取利息 13,539 11,771

 補助金収入 29,138 23,812

 その他 2,731 5,939

 営業外収益合計 45,410 41,524

営業外費用   

 支払利息 8,885 10,233

 その他 68 0

 営業外費用合計 8,954 10,234

経常利益 255,830 280,135

税金等調整前四半期純利益 255,830 280,135

法人税、住民税及び事業税 225,944 235,273

法人税等調整額 △150,422 △152,218

法人税等合計 75,522 83,054

四半期純利益 180,308 197,080

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △14 △13

親会社株主に帰属する四半期純利益 180,322 197,094
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　　（訂正後）

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 4,229,498 4,881,898

売上原価 3,614,285 4,234,449

売上総利益 615,212 647,449

販売費及び一般管理費 419,468 436,855

営業利益 195,743 210,594

営業外収益   

 受取利息 13,539 11,771

 補助金収入 29,138 23,812

 その他 2,731 5,939

 営業外収益合計 45,410 41,524

営業外費用   

 支払利息 8,885 10,233

 その他 68 0

 営業外費用合計 8,954 10,234

経常利益 232,199 241,884

税金等調整前四半期純利益 232,199 241,884

法人税、住民税及び事業税 217,236 221,126

法人税等調整額 △143,822 △161,233

法人税等合計 73,414 59,893

四半期純利益 158,785 181,990

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △14 △13

親会社株主に帰属する四半期純利益 158,799 182,004
 

EDINET提出書類

株式会社ＪＰホールディングス(E05306)

訂正四半期報告書

11/15



【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

　　（訂正前）

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 180,308 197,080

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △3,647 926

 退職給付に係る調整額 △94 1,068

 その他の包括利益合計 △3,741 1,995

四半期包括利益 176,566 199,075

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 176,580 199,089

 非支配株主に係る四半期包括利益 △14 △13
 

 

　　（訂正後）

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 158,785 181,990

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △3,647 926

 退職給付に係る調整額 △94 1,068

 その他の包括利益合計 △3,741 1,995

四半期包括利益 155,044 183,986

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 155,058 184,000

 非支配株主に係る四半期包括利益 △14 △13
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　（訂正前）

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 114,515千円 150,861千円

のれんの償却額 1,088〃 ―
 

 

　　（訂正後）

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 114,515千円 148,784千円

のれんの償却額 1,088〃 ―
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(１株当たり情報)

　　（訂正前）

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 ２円16銭 ２円36銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 180,322 197,094

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
四半期純利益金額(千円)

180,322 197,094

普通株式の期中平均株式数(株) 83,455,294 83,455,294
 

　

 

　　（訂正後）

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 １円90銭 ２円18銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 158,799 182,004

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
四半期純利益金額(千円)

158,799 182,004

普通株式の期中平均株式数(株) 83,455,294 83,455,294
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年８月10日

株式会社ＪＰホールディングス

取締役会  御中

 

監査法人東海会計社
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   塚 本 憲 司   印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   大　島　幸　一   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＰ

ホールディングスの平成27年４月1日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年４

月1日から平成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月1日から平成27年６月30日まで）に係る

訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＪＰホールディングス及び連結子会社の平成27年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績の状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

その他の事項

　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な

お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成27年８月14日に四半期レビュー報告書を提出した。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上
 

 

(注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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