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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11月13日に提出いたしました第95期第２四半期（自　平成27年７月１日　至　平成27年９月30日）四半期

報告書において、課税所得計算の誤りにより繰延税金資産の計上金額を訂正する必要が生じましたので、金融商品取

引法第24条の４の７第４項に基づき四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、至誠清新監査法人により四半期レビューを受けており、その四半

期レビュー報告書を添付しております。

　

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・フローの状況の推移

(1) 業績の状況

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書

注記事項

(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94期

第２四半期
連結累計期間

第95期
第２四半期
連結累計期間

第94期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年９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) 15,486,152 15,938,667 41,591,551

経常利益又は経常損失（△） (千円) △1,199,152 △1,074,795 935,405

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に
帰属する四半期純損失（△）

(千円) △439,779 △775,998 711,358

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △275,660 △788,657 1,654,242

純資産額 (千円) 21,446,747 22,232,012 23,585,476

総資産額 (千円) 40,514,612 41,006,386 39,767,172

１株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額（△）

(円) △7.45 △13.12 12.04

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 (％) 52.94 54.22 59.31

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,763,055 △1,705,767 1,331,717

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,165,476 △78,413 △3,144,662

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,560,718 1,972,233 1,809,566

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,115,738 1,690,763 1,505,002
 

 

回次
第94期

第２四半期
連結会計期間

第95期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

１株当たり
四半期純損失金額（△）

(円) △5.23 △5.97
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

４．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。

５.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「当期純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する四半期純損失」としております。
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(訂正後)

回次
第94期

第２四半期
連結累計期間

第95期
第２四半期
連結累計期間

第94期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年９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) 15,486,152 15,938,667 41,591,551

経常利益又は経常損失（△） (千円) △1,199,152 △1,074,795 935,405

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に
帰属する四半期純損失（△）

(千円) △738,312 △775,998 440,459

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △574,193 △788,657 1,383,343

純資産額 (千円) 21,148,214 21,961,113 23,314,578

総資産額 (千円) 40,216,078 41,006,386 39,767,172

１株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額（△）

(円) △12.50 △13.12 7.45

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 (％) 52.59 53.56 58.63

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,763,055 △1,705,767 1,331,717

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,165,476 △78,413 △3,144,662

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,560,718 1,972,233 1,809,566

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,115,738 1,690,763 1,505,002
 

 

回次
第94期

第２四半期
連結会計期間

第95期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

１株当たり
四半期純損失金額（△）

(円) △5.23 △5.97
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

４．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。

５.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「当期純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する四半期純損失」としております。
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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)

＜前略＞

利益面では、ローコスト施策を積極的に推進した結果、営業損失は1,113,761千円　前年同期に対し152,896千

円、経常損失は1,074,795千円　前年同期に対し124,358千円とそれぞれ改善しました。親会社株主に帰属する四

半期純損失は繰延税金資産の影響から775,998千円　前年同期に対し336,219千円の減益となりました。

＜後略＞

 

(訂正後)

＜前略＞

利益面では、ローコスト施策を積極的に推進した結果、営業損失は1,113,761千円　前年同期に対し152,896千

円、経常損失は1,074,795千円　前年同期に対し124,358千円とそれぞれ改善しました。親会社株主に帰属する四

半期純損失は775,998千円　前年同期に対し37,686千円の減益となりました。

＜後略＞
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第４ 【経理の状況】

　

(訂正前)

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

(省略)

 

２．監査証明について

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２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成

27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、至誠清新監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている清新監査法人は、平成27年10月１日付で至誠監査法人と合併し、同日付

で名称を至誠清新監査法人に変更しております。

 

(訂正後)

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

(省略)

 

２．監査証明について

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２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成

27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、至誠清新監査法人による四半期レビューを受けております。

また、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、至誠清新監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている清新監査法人は、平成27年10月１日付で至誠監査法人と合併し、同日付

で名称を至誠清新監査法人に変更しております。
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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２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,892,815 1,825,516

  受取手形及び売掛金 4,259,042 3,902,735

  商品及び製品 1,234,103 1,730,025

  仕掛品 37,133 63,412

  原材料及び貯蔵品 869,914 1,642,377

  繰延税金資産 488,363 950,465

  その他 367,013 427,742

  貸倒引当金 △5,490 △5,896

  流動資産合計 9,142,894 10,536,377

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 8,518,555 8,325,973

   土地 13,748,156 13,748,156

   その他（純額） 1,807,962 1,887,998

   有形固定資産合計 24,074,673 23,962,127

  無形固定資産   

   その他 246,989 264,906

   無形固定資産合計 246,989 264,906

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,426,733 5,406,862

   その他 879,109 844,092

   貸倒引当金 △3,226 △7,977

   投資その他の資産合計 6,302,616 6,242,977

  固定資産合計 30,624,278 30,470,010

 資産合計 39,767,172 41,006,386

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,410,800 1,852,202

  短期借入金 2,267,231 5,002,312

  未払法人税等 91,746 79,151

  賞与引当金 610,196 602,177

  資産除去債務 12,000 1,704

  その他 2,170,017 1,943,705

  流動負債合計 6,561,990 9,481,250

 固定負債   

  長期借入金 2,119,289 1,948,058

  繰延税金負債 1,210,174 1,303,389

  退職給付に係る負債 4,673,194 4,492,628

  資産除去債務 76,209 77,065

  その他 1,540,840 1,471,985

  固定負債合計 9,619,705 9,293,124

 負債合計 16,181,695 18,774,374
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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２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,469,402 7,469,402

  資本剰余金 8,028,457 8,031,923

  利益剰余金 6,915,534 5,548,206

  自己株式 △257,717 △234,660

  株主資本合計 22,155,676 20,814,871

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,496,083 1,480,738

  退職給付に係る調整累計額 △66,283 △63,596

  その他の包括利益累計額合計 1,429,800 1,417,141

 純資産合計 23,585,476 22,232,012

負債純資産合計 39,767,172 41,006,386
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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２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,892,815 1,825,516

  受取手形及び売掛金 4,259,042 3,902,735

  商品及び製品 1,234,103 1,730,025

  仕掛品 37,133 63,412

  原材料及び貯蔵品 869,914 1,642,377

  繰延税金資産 488,363 950,465

  その他 367,013 427,742

  貸倒引当金 △5,490 △5,896

  流動資産合計 9,142,894 10,536,377

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 8,518,555 8,325,973

   土地 13,748,156 13,748,156

   その他（純額） 1,807,962 1,887,998

   有形固定資産合計 24,074,673 23,962,127

  無形固定資産   

   その他 246,989 264,906

   無形固定資産合計 246,989 264,906

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,426,733 5,406,862

   その他 879,109 844,092

   貸倒引当金 △3,226 △7,977

   投資その他の資産合計 6,302,616 6,242,977

  固定資産合計 30,624,278 30,470,010

 資産合計 39,767,172 41,006,386

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,410,800 1,852,202

  短期借入金 2,267,231 5,002,312

  未払法人税等 91,746 79,151

  賞与引当金 610,196 602,177

  資産除去債務 12,000 1,704

  その他 2,170,017 1,943,705

  流動負債合計 6,561,990 9,481,250

 固定負債   

  長期借入金 2,119,289 1,948,058

  繰延税金負債 1,481,072 1,574,288

  退職給付に係る負債 4,673,194 4,492,628

  資産除去債務 76,209 77,065

  その他 1,540,840 1,471,985

  固定負債合計 9,890,604 9,564,023

 負債合計 16,452,594 19,045,273
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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２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,469,402 7,469,402

  資本剰余金 8,028,457 8,031,923

  利益剰余金 6,644,635 5,277,307

  自己株式 △257,717 △234,660

  株主資本合計 21,884,777 20,543,972

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,496,083 1,480,738

  退職給付に係る調整累計額 △66,283 △63,596

  その他の包括利益累計額合計 1,429,800 1,417,141

 純資産合計 23,314,578 21,961,113

負債純資産合計 39,767,172 41,006,386
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(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(訂正前)

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 15,486,152 15,938,667

売上原価 9,786,222 9,960,513

売上総利益 5,699,930 5,978,154

販売費及び一般管理費
※1  6,966,587 ※1  7,091,915

営業損失（△） △1,266,657 △1,113,761

営業外収益   

 受取利息 1,436 1,347

 受取配当金 37,531 41,247

 為替差益 26,781 －

 その他 18,681 27,556

 営業外収益合計 84,428 70,150

営業外費用   

 支払利息 10,998 16,516

 支払手数料 4,839 3,728

 為替差損 － 293

 その他 1,086 10,647

 営業外費用合計 16,923 31,184

経常損失（△） △1,199,152 △1,074,795

特別損失   

 固定資産除却損 9,282 6,902

 固定資産売却損 － 2,019

 投資有価証券評価損 － 2,091

 減損損失 36,215 16,253

 本店建替関連損 8,318 －

 特別損失合計 53,814 27,266

税金等調整前四半期純損失（△） △1,252,967 △1,102,060

法人税、住民税及び事業税 37,583 35,853

法人税等調整額 △850,771 △361,915

法人税等合計 △813,188 △326,062

四半期純損失（△） △439,779 △775,998

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △439,779 △775,998

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 272,467 △15,346

 退職給付に係る調整額 △108,348 2,687

 その他の包括利益合計 164,118 △12,659

四半期包括利益 △275,660 △788,657

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △275,660 △788,657

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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(訂正後)

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 15,486,152 15,938,667

売上原価 9,786,222 9,960,513

売上総利益 5,699,930 5,978,154

販売費及び一般管理費
※1  6,966,587 ※1  7,091,915

営業損失（△） △1,266,657 △1,113,761

営業外収益   

 受取利息 1,436 1,347

 受取配当金 37,531 41,247

 為替差益 26,781 －

 その他 18,681 27,556

 営業外収益合計 84,428 70,150

営業外費用   

 支払利息 10,998 16,516

 支払手数料 4,839 3,728

 為替差損 － 293

 その他 1,086 10,647

 営業外費用合計 16,923 31,184

経常損失（△） △1,199,152 △1,074,795

特別損失   

 固定資産除却損 9,282 6,902

 固定資産売却損 － 2,019

 投資有価証券評価損 － 2,091

 減損損失 36,215 16,253

 本店建替関連損 8,318 －

 特別損失合計 53,814 27,266

税金等調整前四半期純損失（△） △1,252,967 △1,102,060

法人税、住民税及び事業税 37,583 35,853

法人税等調整額 △552,238 △361,915

法人税等合計 △514,655 △326,062

四半期純損失（△） △738,312 △775,998

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △738,312 △775,998

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 272,467 △15,346

 退職給付に係る調整額 △108,348 2,687

 その他の包括利益合計 164,118 △12,659

四半期包括利益 △574,193 △788,657

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △574,193 △788,657

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(１株当たり情報)

(訂正前)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

　　１株当たり四半期純損失金額(△) △7円45銭 △13円12銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) △439,779 △775,998

   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
　　四半期純損失金額(△)(千円)

△439,779 △775,998

    普通株式の期中平均株式数(株) 59,060,589 59,162,007
 

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

２　「普通株式の期中平均株式数」については、従業員持株会信託口が所有する当社株式を四半期連結財務諸表

において自己株式として会計処理をしているため、算定上、当該株式数を控除しております。

 

(訂正後)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

　　１株当たり四半期純損失金額(△) △12円50銭 △13円12銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) △738,312 △775,998

   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
　　四半期純損失金額(△)(千円)

△738,312 △775,998

    普通株式の期中平均株式数(株) 59,060,589 59,162,007
 

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

２　「普通株式の期中平均株式数」については、従業員持株会信託口が所有する当社株式を四半期連結財務諸表

において自己株式として会計処理をしているため、算定上、当該株式数を控除しております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年５月13日

株式会社中村屋

取締役会  御中

 

至誠清新監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   中　　根　　堅 次 郎   印

 

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士   高　　砂　　晋　　平   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中村屋

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２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成27

年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９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、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計

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、株式会社中村屋及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フロー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11月10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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