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平成29年８月４日 

各 位 

会 社 名 株式会社ＪＰホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 荻 田 和 宏 

 (コード番号：2749 東証第一部) 

問合せ先 管理部長    松 宮 美 佳 

 (TEL  052－933－5419) 

 

 (訂正)「平成27年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ 

 
当社は、平成27年５月８日に開示いたしました「平成27年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部を訂正い

たしましたので、お知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

  

記 

 

１．訂正の理由 

訂正の理由につきましては、平成29年７月18日公表の「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明のお知らせ」

をご参照ください。 

 

２．訂正の内容 

（サマリー情報） 

 

 (百万円未満切捨て) 

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） 
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率) 

（訂正前） 

 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 ％ 

27年３月期 17,868 13.5 1,431 11.1 1,636 8.0 1,003 15.0 

26年３月期 15,747 14.2 1,288 △3.6 1,514 10.1 872 16.2 
 

(注) 包括利益 27年３月期 972 百万円  (10.0 ％)  26年３月期 883 百万円  (16.6 ％) 
  

 
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 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

27年３月期 12.03 － 18.5 10.0 8.0 

26年３月期 10.45 － 18.2 12.3 8.2 
 

(参考) 持分法投資損益 27年３月期 － 百万円  26年３月期 － 百万円 
  

 

（訂正後） 

 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 ％ 

27年３月期 17,868 13.5 1,345 9.1 1,550 6.2 904 8.0 

26年３月期 15,747 14.2 1,234 △4.0 1,460 10.2 837 16.7 
 

(注) 包括利益 27年３月期 873 百万円  (2.9 ％)  26年３月期 848 百万円  (17.1 ％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

27年３月期 10.84 － 17.0 9.6 7.5 

26年３月期 10.03 － 17.7 12.0 7.8 
 

(参考) 持分法投資損益 27年３月期 － 百万円  26年３月期 － 百万円 
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 （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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

27年３月期 19,115 5,774 30.2 69.14 

26年３月期 13,626 5,102 37.4 61.09 
 

(参考) 自己資本 27年３月期 5,769 百万円  26年３月期 5,097 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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

27年３月期 18,882 5,606 29.7 67.14 

26年３月期 13,521 5,034 37.2 60.27 
 

(参考) 自己資本 27年３月期 5,602 百万円  26年３月期 5,030 百万円 
  

 
 
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 ％ ％ 

26年３月期 ― 0.00 ― 3.60 3.60 300 34.5 6.3 

27年３月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 333 33.3 6.1 

28年３月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00  32.9  

  

（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 ％ ％ 

26年３月期 ― 0.00 ― 3.60 3.60 300 35.9 6.3 

27年３月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 333 36.9 6.3 

28年３月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00  32.9  

 

 

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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 
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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 20,411 14.2 1,740 21.5 1,740 6.3 1,270 26.5 15.22 
 

 
（訂正後） 
 

(％表示は対前期増減率) 

 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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 20,411 14.2 1,740 29.3 1,740 12.2 1,270 40.4 15.22 
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１．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 

①当期の経営成績 

（訂正前） 

以上より、当社グループの連結売上高は17,868百万円（前年同期比13.5％増）、営業利益は1,431百万円（同

11.1％増）、経常利益は1,636百万円（同8.0％増）となり、当期純利益は1,003百万円（同15.0％増）となりました。 

 

（訂正後） 

以上より、当社グループの連結売上高は17,868百万円（前年同期比13.5％増）、営業利益は1,345百万円（同9.1％

増）、経常利益は1,550百万円（同6.2％増）となり、当期純利益は904百万円（同8.0％増）となりました。 

 
 
（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産は19,115百万円（前期末比5,489百万円増）となりました。 

流動資産は5,849百万円（同2,013百万円増）となりましたが、これは、主に有価証券が1,830百万円、未収入金が

468百万円増加した一方で、現金及び預金が447百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は13,266百万

円（同3,475百万円増）となっております。これは、主に建物及び構築物が1,086百万円、建設仮勘定が1,021百万円、

長期貸付金が782百万円、土地が366百万円増加したこと等によるものであります。 

負債合計は13,341百万円（同4,817百万円増）となりました。流動負債は6,230百万円（同1,856百万円増）となり

ましたが、これは、主に１年内返済予定の長期借入金が1,175百万円、未払金が351百万円増加したこと等によるもの

であります。固定負債は7,110百万円（同2,960百万円増）となっておりますが、これは、主に長期借入金が2,877百

万円増加したことが要因であります。 

また、純資産は5,774百万円（同671百万円増）となっております。 

 

（訂正後） 

当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産は18,882百万円（前期末比5,360百万円増）となりました。 

流動資産は5,631百万円（同1,913百万円増）となりましたが、これは、主に有価証券が1,830百万円、未収入金が

468百万円増加した一方で、現金及び預金が447百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は13,251百万

円（同3,447百万円増）となっております。これは、主に建物及び構築物が1,033百万円、建設仮勘定が1,021百万円、

長期貸付金が782百万円、土地が366百万円増加したこと等によるものであります。 

負債合計は13,275百万円（同4,788百万円増）となりました。流動負債は6,164百万円（同1,827百万円増）となり

ましたが、これは、主に１年内返済予定の長期借入金が1,175百万円、未払金が354百万円増加したこと等によるもの

であります。固定負債は7,110百万円（同2,960百万円増）となっておりますが、これは、主に長期借入金が2,877百

万円増加したことが要因であります。 

また、純資産は5,606百万円（同572百万円増）となっております。 
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②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） 

税金等調整前当期純利益1,642百万円、減価償却費486百万円、前受金の増加による259百万円の収入等がありまし

たが、法人税等の支払額795百万円のほか、未収入金の増加による245百万円の資金の減少、その他の流動資産（前払

費用）の増加による51百万円の資金の減少等があり、1,294百万円（前年同期比24.6％増）の資金の獲得となりまし

た。 

また、前連結会計年度（1,038百万円の資金の獲得）に対して得られた資金が増加しているのは、税金等調整前当

期純利益が1,465百万円から1,642百万円に増加し、減価償却費が108百万円増加したためであります。 

  

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標は次の通りであります。 

 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

自己資本比率（％） 41.0 37.4 30.2 

時価ベースの自己資本比率 
（％） 

323.5 284.8 154.1 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年） 

3.4 5.3 7.3 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

55.0 39.7 32.9 

  

 

（訂正後） 

（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1,501百万円、減価償却費486百万円、前受金の増加による259百万円の収入等がありまし

たが、法人税等の支払額795百万円のほか、未収入金の増加による245百万円の資金の減少、その他の流動資産（前払

費用）の増加による59百万円の資金の減少等があり、1,294百万円（前年同期比24.6％増）の資金の獲得となりまし

た。 

また、前連結会計年度（1,038百万円の資金の獲得）に対して得られた資金が増加しているのは、税金等調整前当

期純利益が1,410百万円から1,501百万円に増加し、減価償却費が108百万円増加したためであります。 

  

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標は次の通りであります。 

 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

自己資本比率（％） 40.9 37.2 29.7 

時価ベースの自己資本比率 
（％） 

325.0 287.0 156.0 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年） 

3.4 5.3 7.3 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

55.0 39.7 32.9 
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５．連結財務諸表 

（１）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 1,776,899 1,329,340 

  受取手形及び売掛金 39,153 58,021 

  有価証券 31,226 1,861,969 

  たな卸資産 104,292 142,306 

  繰延税金資産 179,035 169,628 

  未収入金 1,131,528 1,599,754 

  その他 574,704 689,407 

  貸倒引当金 △876 △1,232 

  流動資産合計 3,835,965 5,849,195 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 5,494,159 6,904,680 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,615,542 △1,939,173 

    建物及び構築物（純額） 3,878,617 4,965,507 

   機械装置及び運搬具 19,810 3,714 

    減価償却累計額 △4,560 △3,640 

    機械装置及び運搬具（純額） 15,250 74 

   工具、器具及び備品 271,673 378,169 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △174,045 △217,839 

    工具、器具及び備品（純額） 97,628 160,330 

   土地 388,603 755,418 

   リース資産 24,836 19,115 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △18,689 △18,328 

    リース資産（純額） 6,147 787 

   建設仮勘定 1,239,657 2,261,132 

   有形固定資産合計 5,625,903 8,143,249 

  無形固定資産   

   のれん 2,176 － 

   その他 7,868 11,606 

   無形固定資産合計 10,045 11,606 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 325,229 102,016 

   長期貸付金 1,790,458 2,572,970 

   差入保証金 1,345,874 1,482,927 

   繰延税金資産 181,290 305,186 

   その他 522,180 664,194 

   貸倒引当金 △10,739 △15,944 

   投資その他の資産合計 4,154,294 5,111,350 

  固定資産合計 9,790,242 13,266,206 

 資産合計 13,626,208 19,115,401 
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           (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   

  支払手形及び買掛金 183,672 209,859 

  リース債務 6,283 927 

  1年内返済予定の長期借入金 1,737,489 2,912,655 

  未払金 893,593 1,245,552 

  未払法人税等 401,087 349,851 

  未払消費税等 19,509 70,719 

  繰延税金負債 － 111 

  賞与引当金 312,000 334,000 

  役員賞与引当金 50,000 55,000 

  その他 770,418 1,052,241 

  流動負債合計 4,374,054 6,230,919 

 固定負債   

  長期借入金 3,714,328 6,592,223 

  リース債務 927 － 

  繰延税金負債 1,817 2,072 

  役員退職慰労引当金 54,240 61,140 

  退職給付に係る負債 244,052 314,299 

  資産除去債務 134,583 140,740 

  固定負債合計 4,149,950 7,110,475 

 負債合計 8,524,004 13,341,394 

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 3,233,798 3,936,990 

  自己株式 △258 △258 

  株主資本合計 5,079,130 5,782,322 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 17,755 779 

  退職給付に係る調整累計額 1,103 △13,206 

  その他の包括利益累計額合計 18,859 △12,427 

 少数株主持分 4,213 4,111 

 純資産合計 5,102,204 5,774,006 

負債純資産合計 13,626,208 19,115,401 
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（訂正後） 

           (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 1,776,899 1,329,340 

  受取手形及び売掛金 39,153 58,021 

  有価証券 31,226 1,861,969 

  たな卸資産 104,292 142,306 

  繰延税金資産 175,313 157,413 

  未収入金 1,131,528 1,599,754 

  その他 460,412 483,654 

  貸倒引当金 △876 △1,232 

  流動資産合計 3,717,951 5,631,227 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 5,494,159 6,904,680 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,615,542 △1,992,828 

    建物及び構築物（純額） 3,878,617 4,911,851 

   機械装置及び運搬具 19,810 3,714 

    減価償却累計額 △4,560 △3,640 

    機械装置及び運搬具（純額） 15,250 74 

   工具、器具及び備品 271,673 378,169 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △174,045 △220,067 

    工具、器具及び備品（純額） 97,628 158,101 

   土地 388,603 755,418 

   リース資産 24,836 19,115 

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △18,689 △18,328 

    リース資産（純額） 6,147 787 

   建設仮勘定 1,239,657 2,261,132 

   有形固定資産合計 5,625,903 8,087,365 

  無形固定資産   

   のれん 2,176 － 

   その他 7,868 11,606 

   無形固定資産合計 10,045 11,606 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 325,229 102,016 

   長期貸付金 1,790,458 2,572,970 

   差入保証金 1,345,874 1,482,927 

   繰延税金資産 181,290 324,410 

   その他 535,366 685,783 

   貸倒引当金 △10,739 △15,944 

   投資その他の資産合計 4,167,480 5,152,164 

  固定資産合計 9,803,429 13,251,135 

 資産合計 13,521,380 18,882,363 
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           (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   

  支払手形及び買掛金 183,672 209,859 

  リース債務 6,283 927 

  1年内返済予定の長期借入金 1,737,489 2,912,655 

  未払金 897,327 1,251,854 

  未払法人税等 360,371 277,584 

  未払消費税等 19,509 70,719 

  繰延税金負債 － 111 

  賞与引当金 312,000 334,000 

  役員賞与引当金 50,000 55,000 

  その他 770,418 1,052,241 

  流動負債合計 4,337,071 6,164,953 

 固定負債   

  長期借入金 3,714,328 6,592,223 

  リース債務 927 － 

  繰延税金負債 1,817 2,072 

  役員退職慰労引当金 54,240 61,140 

  退職給付に係る負債 244,052 314,299 

  資産除去債務 134,583 140,740 

  固定負債合計 4,149,950 7,110,475 

 負債合計 8,487,021 13,275,428 

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 3,165,953 3,769,918 

  自己株式 △258 △258 

  株主資本合計 5,011,284 5,615,250 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 17,755 779 

  退職給付に係る調整累計額 1,103 △13,206 

  その他の包括利益累計額合計 18,859 △12,427 

 少数株主持分 4,213 4,111 

 純資産合計 5,034,358 5,606,934 

負債純資産合計 13,521,380 18,882,363 
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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 

（訂正前） 

           (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) 

売上高 15,747,480 17,868,076 

売上原価 12,881,863 14,845,027 

売上総利益 2,865,616 3,023,048 

販売費及び一般管理費 1,577,023 1,591,438 

営業利益 1,288,593 1,431,609 

営業外収益   

 受取利息 27,440 68,021 

 投資有価証券売却益 － 113,339 

 補助金収入 222,454 42,310 

 その他 11,058 27,714 

 営業外収益合計 260,954 251,386 

営業外費用   

 支払利息 26,789 41,357 

 障害者雇用納付金 8,100 5,475 

 その他 35 31 

 営業外費用合計 34,924 46,864 

経常利益 1,514,623 1,636,131 

特別利益   

 固定資産売却益 95 － 

 投資有価証券売却益 － 5,435 

 資産除去債務履行差額 － 9,507 

 特別利益合計 95 14,942 

特別損失   

 固定資産除却損 718 8,436 

 退職給付費用 48,671 － 

 特別損失合計 49,389 8,436 

税金等調整前当期純利益 1,465,328 1,642,637 

法人税、住民税及び事業税 746,099 736,369 

法人税等調整額 △153,076 △97,260 

法人税等合計 593,023 639,108 

少数株主損益調整前当期純利益 872,305 1,003,528 

少数株主損失（△） △75 △102 

当期純利益 872,380 1,003,631 
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（訂正後） 

           (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) 

売上高 15,747,480 17,868,076 

売上原価 12,925,740 14,914,815 

売上総利益 2,821,739 2,953,260 

販売費及び一般管理費 1,587,551 1,607,275 

営業利益 1,234,188 1,345,985 

営業外収益   

 受取利息 27,440 68,021 

 投資有価証券売却益 － 113,339 

 補助金収入 222,454 42,310 

 その他 11,058 27,714 

 営業外収益合計 260,954 251,386 

営業外費用   

 支払利息 26,789 41,357 

 障害者雇用納付金 8,100 5,475 

 その他 35 31 

 営業外費用合計 34,924 46,864 

経常利益 1,460,218 1,550,507 

特別利益   

 固定資産売却益 95 － 

 投資有価証券売却益 － 5,435 

 資産除去債務履行差額 － 9,507 

 特別利益合計 95 14,942 

特別損失   

 固定資産除却損 718 8,436 

 退職給付費用 48,671 － 

 園減損損失 － 55,883 

 特別損失合計 49,389 64,320 

税金等調整前当期純利益 1,410,923 1,501,129 

法人税、住民税及び事業税 724,882 704,818 

法人税等調整額 △151,248 △107,991 

法人税等合計 573,633 596,827 

少数株主損益調整前当期純利益 837,289 904,302 

少数株主損失（△） △75 △102 

当期純利益 837,365 904,404 
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連結包括利益計算書 

（訂正前） 

           (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) 

少数株主損益調整前当期純利益 872,305 1,003,528 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 10,385 △16,976 

 退職給付に係る調整額 1,103 △14,310 

 その他の包括利益合計 11,489 △31,287 

包括利益 883,794 972,241 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 883,869 972,343 

 少数株主に係る包括利益 △75 △102 

 

 

（訂正後） 

           (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) 

少数株主損益調整前当期純利益 837,289 904,302 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 10,385 △16,976 

 退職給付に係る調整額 1,103 △14,310 

 その他の包括利益合計 11,489 △31,287 

包括利益 848,778 873,015 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 848,854 873,117 

 少数株主に係る包括利益 △75 △102 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

   （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) 

 (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 1,000,000 845,589 2,628,475 △248 4,473,816 

当期変動額      

剰余金の配当   △267,056  △267,056 

当期純利益   872,380  872,380 

自己株式の取得    △9 △9 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － 605,323 △9 605,313 

当期末残高 1,000,000 845,589 3,233,798 △258 5,079,130 

 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 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 7,370 － 7,370 4,288 4,485,476 

当期変動額      

剰余金の配当     △267,056 

当期純利益     872,380 

自己株式の取得     △9 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
10,385 1,103 11,489 △75 11,413 

当期変動額合計 10,385 1,103 11,489 △75 616,727 

当期末残高 17,755 1,103 18,859 4,213 5,102,204 
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  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) 

 (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 1,000,000 845,589 3,233,798 △258 5,079,130 

当期変動額      

剰余金の配当   △300,439  △300,439 

当期純利益   1,003,631  1,003,631 

自己株式の取得    － － 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － 703,191  703,191 

当期末残高 1,000,000 845,589 3,936,990 △258 5,782,322 

 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 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 17,755 1,103 18,859 4,213 5,102,204 

当期変動額      

剰余金の配当     △300,439 

当期純利益     1,003,631 

自己株式の取得     － 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△16,976 △14,310 △31,287 △102 △31,389 

当期変動額合計 △16,976 △14,310 △31,287 △102 671,802 

当期末残高 779 △13,206 △12,427 4,111 5,774,006 
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   （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) 

 (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 1,000,000 845,589 2,595,645 △248 4,440,986 

当期変動額      

剰余金の配当   △267,056  △267,056 

当期純利益   837,365  837,365 

自己株式の取得    △9 △9 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － 570,308 △9 570,298 

当期末残高 1,000,000 845,589 3,165,953 △258 5,011,284 

 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 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 7,370 － 7,370 4,288 4,452,646 

当期変動額      

剰余金の配当     △267,056 

当期純利益     837,365 

自己株式の取得     △9 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
10,385 1,103 11,489 △75 11,413 

当期変動額合計 10,385 1,103 11,489 △75 581,712 

当期末残高 17,755 1,103 18,859 4,213 5,034,358 
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  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) 

 (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 1,000,000 845,589 3,165,953 △258 5,011,284 

当期変動額      

剰余金の配当   △300,439  △300,439 

当期純利益   904,404  904,404 

自己株式の取得    － － 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － 603,965  603,965 

当期末残高 1,000,000 845,589 3,769,918 △258 5,615,250 

 

 

その他の包括利益累計額 

少数株主持分 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 17,755 1,103 18,859 4,213 5,034,358 

当期変動額      

剰余金の配当     △300,439 

当期純利益     904,404 

自己株式の取得     － 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△16,976 △14,310 △31,287 △102 △31,389 

当期変動額合計 △16,976 △14,310 △31,287 △102 572,575 

当期末残高 779 △13,206 △12,427 4,111 5,606,934 

 

 



―16― 

 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

           (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 1,465,328 1,642,637 

 減価償却費 378,290 486,638 

 のれん償却額 4,353 2,176 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,701 5,561 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 106,000 22,000 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,000 5,000 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 73,963 48,368 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,260 6,900 

 保険解約損益（△は益） － △10,485 

 受取利息及び受取配当金 △27,829 △68,486 

 支払利息 26,789 41,357 

 投資有価証券売却損益（△は益） － △118,775 

 有形固定資産売却損益（△は益） △95 － 

 固定資産除却損 718 8,436 

 売上債権の増減額（△は増加） △13,192 △18,867 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △67,627 △38,014 

 未収入金の増減額（△は増加） △259,292 △245,533 

 未収消費税等の増減額（△は増加） △40,992 △90,442 

 仕入債務の増減額（△は減少） 55,922 26,187 

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △48,926 135,716 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △18,344 50,923 

 前受金の増減額（△は減少） 189,745 259,521 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △107,375 △51,271 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △41,800 3,080 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） － △19,283 

 小計 1,696,595 2,083,345 

 利息及び配当金の受取額 7,270 45,861 

 利息の支払額 △26,173 △39,324 

 法人税等の支払額 △639,550 △795,861 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,038,141 1,294,020 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △2,199,206 △2,937,375 

 無形固定資産の取得による支出 △3,766 △5,059 

 有形固定資産の売却による収入 95 － 

 投資有価証券の売却による収入 － 683,304 

 投資有価証券の取得による支出 △286,271 △675,072 

 差入保証金の差入による支出 △173,450 △151,974 

 差入保証金の回収による収入 43,281 14,921 

 短期貸付けによる支出 △200 △200 

 短期貸付金の回収による収入 － 400 

 長期貸付けによる支出 △1,082,500 △1,080,978 

 長期貸付金の回収による収入 89,263 145,747 

 保険積立金の積立による支出 △5,026 △1,675 

 保険積立金の解約による収入 － 84,406 

 その他の支出 △20,891 △35,941 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,638,671 △3,959,498 
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           (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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 3,000,000 6,800,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,510,022 △2,746,939 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,778 △5,995 

 配当金の支払額 △262,567 △298,404 

 自己株式の取得による支出 △9 － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,220,621 3,748,660 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,379,908 1,083,182 

現金及び現金同等物の期首残高 3,188,035 1,808,126 

現金及び現金同等物の期末残高 1,808,126 2,891,309 
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（訂正後） 

           (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 1,410,923 1,501,129 

 減価償却費 378,290 486,638 

 減損損失 － 55,883 

 のれん償却額 4,353 2,176 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,701 5,561 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 106,000 22,000 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,000 5,000 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 73,963 48,368 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,260 6,900 

 保険解約損益（△は益） － △10,485 

 受取利息及び受取配当金 △27,829 △68,486 

 支払利息 26,789 41,357 

 投資有価証券売却損益（△は益） － △118,775 

 有形固定資産売却損益（△は益） △95 － 

 固定資産除却損 718 8,436 

 売上債権の増減額（△は増加） △13,192 △18,867 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △67,627 △38,014 

 未収入金の増減額（△は増加） △259,292 △245,533 

 未収消費税等の増減額（△は増加） 19,098 1,017 

 仕入債務の増減額（△は減少） 55,922 26,187 

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △47,209 138,284 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △18,344 50,923 

 前受金の増減額（△は減少） 189,745 259,521 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △114,779 △59,675 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △41,800 3,080 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） － △19,283 

 小計 1,696,595 2,083,345 

 利息及び配当金の受取額 7,270 45,861 

 利息の支払額 △26,173 △39,324 

 法人税等の支払額 △639,550 △795,861 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,038,141 1,294,020 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △2,199,206 △2,937,375 

 無形固定資産の取得による支出 △3,766 △5,059 

 有形固定資産の売却による収入 95 － 

 投資有価証券の売却による収入 － 683,304 

 投資有価証券の取得による支出 △286,271 △675,072 

 差入保証金の差入による支出 △173,450 △151,974 

 差入保証金の回収による収入 43,281 14,921 

 短期貸付けによる支出 △200 △200 

 短期貸付金の回収による収入 － 400 

 長期貸付けによる支出 △1,082,500 △1,080,978 

 長期貸付金の回収による収入 89,263 145,747 

 保険積立金の積立による支出 △5,026 △1,675 

 保険積立金の解約による収入 － 84,406 

 その他の支出 △20,891 △35,941 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,638,671 △3,959,498 
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           (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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 3,000,000 6,800,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,510,022 △2,746,939 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,778 △5,995 

 配当金の支払額 △262,567 △298,404 

 自己株式の取得による支出 △9 － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,220,621 3,748,660 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,379,908 1,083,182 

現金及び現金同等物の期首残高 3,188,035 1,808,126 

現金及び現金同等物の期末残高 1,808,126 2,891,309 

 

 

 



―20― 

 
（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(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 61.09円 69.14円 

１株当たり当期純利益金額 10.45円 12.03円 
  

(注) ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
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) 

当期純利益(千円) 872,380 1,003,631 

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
(千円) 

872,380 1,003,631 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

83,455,299 83,455,294 
  

  

 

（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 60.27円 67.14円 

１株当たり当期純利益金額 10.03円 10.84円 
  

(注) ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
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) 

当期純利益(千円) 837,365 904,404 

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
(千円) 

837,365 904,404 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

83,455,299 83,455,294 

  

以 上 

 


