
 
                 

 平成２５年５月２８日 

 

各    位 

 

会 社 名  株式会社 守谷商会 

代表者名  代表取締役社長 伊 藤 隆 三 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 1798） 

問合せ先  取締役常務執行役員管理本部長 町田充徳 

（電話 026-226-0111） 

 

 

(訂正・数値データ訂正)｢平成２５年３月期第２四半期決算短信｣の 

一部訂正に関するお知らせ 

  

 

当社は、平成２５年５月２２日付の｢内部調査委員会の調査報告書及び当社の対応に関するお知

らせ｣により公表しましたとおり、過年度の決算短信の訂正作業を進めてまいりました。 

このたび平成２４年１１月９日付の｢平成２５年３月期第２四半期決算短信｣の訂正作業が完了

しましたので、その内容についてお知らせいたします。訂正箇所につきましては、訂正後及び訂正

前をそれぞれ添付し、訂正箇所には   (アンダーライン)を付して表示しています。 

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。 

なお、訂正理由につきましては、本日公表の｢過年度有価証券報告書等ならびに決算短信の訂正

に関するお知らせ｣をご覧ください。 
 
 

 



  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  

（訂正前） 

 

平成25年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成24年11月９日

上場会社名 株式会社守谷商会 上場取引所  大 

コード番号 1798 ＵＲＬ  http://www.moriya-s.co.jp 

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）伊藤  隆三 

問合せ先責任者 （役職名）取締役常務執行役員管理本部長 （氏名）町田  充徳 ＴＥＬ  026-226-0111 

四半期報告書提出予定日 平成24年11月９日     

配当支払開始予定日 －     

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無   

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  10,955  △26.0  △223  －  △180  －  △146  －

24年３月期第２四半期  14,797  13.4  178  260.5  237  254.2  43  △32.1

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △170百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 39百万円 （ ％） △5.6

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

25年３月期第２四半期  △13.40  －

24年３月期第２四半期  4.00  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  17,021  6,271  36.8

24年３月期  19,434  6,496  33.4

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 6,271百万円   24年３月期 6,496百万円 

  
年間配当金

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 

24年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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  28,800  △4.8  500  4.2  500  △12.4  200  23.8  18.26

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無
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※  注記事項 

新規   －  社  （社名）                        、除外    －  社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成

したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 11,300,000株 24年３月期 11,300,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 346,016株 24年３月期 346,016株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 10,953,984株 24年３月期２Ｑ 10,953,984株
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１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  

（訂正後） 

 

平成25年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成24年11月９日

上場会社名 株式会社守谷商会 上場取引所  大 

コード番号 1798 ＵＲＬ  http://www.moriya-s.co.jp 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）伊藤  隆三 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員管理本部長 （氏名）町田  充徳 ＴＥＬ  026-226-0111 

四半期報告書提出予定日 平成24年11月９日     

配当支払開始予定日  －     

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無   

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  10,900  △26.3  △225  －  △182  －  △147  －

24年３月期第２四半期  14,797  13.4  178  260.5  237  254.2  43  △32.1

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △171百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 39百万円 （ ％） △5.6

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

25年３月期第２四半期  △13.51  －

24年３月期第２四半期  4.00  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  16,997  6,208  36.5

24年３月期  19,473  6,434  33.0

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 6,208百万円   24年３月期 6,434百万円 

  
年間配当金

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 

24年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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  28,800  △4.8  500  30.3  500  5.4  200  101.3  18.26

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無
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※  注記事項 

新規   －  社  （社名）                        、除外    －  社  （社名） 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成

したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 11,300,000株 24年３月期 11,300,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 346,016株 24年３月期 346,016株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 10,953,984株 24年３月期２Ｑ 10,953,984株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前）  

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要やエコカー補助金制度等の施策に

より緩やかな回復傾向にありましたが、欧州の債務問題の再燃、中国を中心とした新興国経済の成長鈍化、長期

化する円高や株価の低迷などに国内政局の混迷も加わり、本格回復への足掛かりを掴めないまま推移いたしまし

た。 

 建設業界におきましては、公共事業投資の縮減傾向が継続するなか、震災復興需要に因る労務費等の上昇傾向

が顕在化したうえ、予算関連法案の成立遅延に伴う予算執行の抑制などの影響も重なり、引続き厳しい状況で推

移しております。 

 このような環境下にあって、当社グループの連結業績は、売上高につきましては10,955百万円（前年同四半期比

26.0％減）となりました。損益面では、営業損失223百万円（前年同四半期は178百万円の営業利益）、経常損失

180百万円（前年同四半期は237百万円の経常利益）、四半期純損失146百万円（前年同四半期は43百万円の四半期

純利益）となりました。 

（訂正後） 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要やエコカー補助金制度等の施策に

より緩やかな回復傾向にありましたが、欧州の債務問題の再燃、中国を中心とした新興国経済の成長鈍化、長期

化する円高や株価の低迷などに国内政局の混迷も加わり、本格回復への足掛かりを掴めないまま推移いたしまし

た。 

 建設業界におきましては、公共事業投資の縮減傾向が継続するなか、震災復興需要に因る労務費等の上昇傾向

が顕在化したうえ、予算関連法案の成立遅延に伴う予算執行の抑制などの影響も重なり、引続き厳しい状況で推

移しております。 

 このような環境下にあって、当社グループの連結業績は、売上高につきましては10,900百万円（前年同四半期比

26.3％減）となりました。損益面では、営業損失225百万円（前年同四半期は178百万円の営業利益）、経常損失

182百万円（前年同四半期は237百万円の経常利益）、四半期純損失147百万円（前年同四半期は43百万円の四半期

純利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前）  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと等により前連結会計年

度末に比べ2,413百万円減の17,021百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ２百万円減の914

百万円となりました。 

 なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ225百万円減の6,271百万円となり、自己資本比率は36.8％となりまし

た。 

（訂正後）  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと等により前連結会計年

度末に比べ2,476百万円減の16,997百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ２百万円減の914

百万円となりました。 

 なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ226百万円減の6,208百万円となり、自己資本比率は36.5％となりまし

た。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（訂正前）  

（単位：千円）

  

２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成24年９月30日） 

資産の部     

流動資産     

現金預金  4,671,890  5,176,441

受取手形・完成工事未収入金等  6,628,582  4,082,998

販売用不動産  220,250  200,798

未成工事支出金  684,505  595,522

その他  652,597  417,678

貸倒引当金  △3,580  △3,158

流動資産合計  12,854,246  10,470,280

固定資産 

有形固定資産 

土地  2,637,581  2,637,581

その他  1,616,204  1,579,246

有形固定資産合計  4,253,785  4,216,828

無形固定資産  35,168  35,258

投資その他の資産   

その他  2,812,252  2,819,149

貸倒引当金  △520,859  △520,450

投資その他の資産合計  2,291,393  2,298,698

固定資産合計   6,580,347  6,550,785

資産合計  19,434,594  17,021,066

負債の部     

流動負債     

支払手形・工事未払金  8,125,730  5,596,183

短期借入金  904,320  904,320

未払法人税等  24,842  19,170

未成工事受入金  1,297,618  1,776,011

賞与引当金  68,361  70,770

完成工事補償引当金  36,747  38,066

その他  379,139  352,577

流動負債合計  10,836,760  8,757,098

固定負債   

長期借入金  12,360  10,200

退職給付引当金  706,316  722,664

入会保証預り金  964,186  917,850

その他  418,430  341,755

固定負債合計  2,101,292  1,992,470

負債合計  12,938,052  10,749,568
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（単位：千円）

  

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成24年９月30日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金  1,712,500  1,712,500

資本剰余金  1,341,130  1,341,130

利益剰余金  3,520,788  3,319,229

自己株式  △43,855  △43,855

株主資本合計  6,530,563  6,329,004

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金  △34,022  △57,507

その他の包括利益累計額合計  △34,022  △57,507

純資産合計  6,496,541  6,271,497

負債純資産合計  19,434,594  17,021,066
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（訂正後）  

（単位：千円）

  

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成24年９月30日） 

資産の部     

流動資産     

現金預金  4,671,890  5,176,441

受取手形・完成工事未収入金等  6,628,582  4,024,510

販売用不動産  220,250  200,798

未成工事支出金  684,505  595,522

その他  657,408  417,678

貸倒引当金  △3,580  △3,158

流動資産合計  12,859,057  10,411,792

固定資産 

有形固定資産 

土地  2,637,581  2,637,581

その他  1,616,204  1,579,246

有形固定資産合計  4,253,785  4,216,828

無形固定資産  35,168  35,258

投資その他の資産   

その他  2,846,295  2,853,822

貸倒引当金  △520,859  △520,450

投資その他の資産合計  2,325,435  2,333,372

固定資産合計   6,614,390  6,585,459

資産合計  19,473,447  16,997,251

負債の部     

流動負債     

支払手形・工事未払金  8,226,761  5,640,598

短期借入金  904,320  904,320

未払法人税等  24,842  19,170

未成工事受入金  1,297,618  1,776,011

賞与引当金  68,361  70,770

完成工事補償引当金  36,747  38,066

その他  379,139  347,677

流動負債合計  10,937,791  8,796,613

固定負債   

長期借入金  12,360  10,200

退職給付引当金  706,316  722,664

入会保証預り金  964,186  917,850

その他  418,430  341,755

固定負債合計  2,101,292  1,992,470

負債合計  13,039,083  10,789,083
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（単位：千円）

  

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 
（平成24年９月30日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金  1,712,500  1,712,500

資本剰余金  1,341,130  1,341,130

利益剰余金  3,458,611  3,255,900

自己株式  △43,855  △43,855

株主資本合計  6,468,385  6,265,675

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金  △34,022  △57,507

その他の包括利益累計額合計  △34,022  △57,507

純資産合計  6,434,363  6,208,167

負債純資産合計  19,473,447  16,997,251
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    （第２四半期連結累計期間）  

（訂正前） 

（単位：千円）

  

（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）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日） 

売上高  14,797,500  10,955,947

売上原価  13,784,219  10,285,165

売上総利益  1,013,280    670,782

販売費及び一般管理費  834,348  894,535

営業利益又は営業損失（△）  178,931  △223,753

営業外収益       

受取利息    14,876    614

受取配当金    6,301    6,593

受取賃貸料    12,259    12,672

入会保証預り金償還益    21,850    25,036

その他  16,896  10,756

営業外収益合計    72,183    55,673

営業外費用       

支払利息    13,505    12,591

その他    71    261

営業外費用合計    13,576    12,852

経常利益又は経常損失（△）    237,539    △180,932

特別利益       

固定資産売却益  131  －

特別利益合計    131    －

特別損失       

減損損失  7,966  －

投資有価証券評価損  1,213  －

退職給付制度改定損  210,677  －

特別損失合計  219,857  －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

 17,813  △180,932

法人税、住民税及び事業税  10,097  15,697

法人税等調整額  △36,140  △49,841

法人税等合計  △26,043  △34,143

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 43,857  △146,788

四半期純利益又は四半期純損失（△）  43,857  △146,788
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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23年４月１日 

  至 平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日） 

売上高  14,797,500  10,900,244

売上原価  13,784,219  10,231,245

売上総利益  1,013,280    668,998

販売費及び一般管理費  834,348  894,535

営業利益又は営業損失（△）  178,931  △225,536

営業外収益       

受取利息    14,876    614

受取配当金    6,301    6,593

受取賃貸料    12,259    12,672

入会保証預り金償還益    21,850    25,036

その他  16,896  10,756

営業外収益合計    72,183    55,673

営業外費用       

支払利息    13,505    12,591

その他    71    261

営業外費用合計    13,576    12,852

経常利益又は経常損失（△）    237,539    △182,715

特別利益       

固定資産売却益  131  －

特別利益合計    131    －

特別損失       

減損損失  7,966  －

投資有価証券評価損  1,213  －

退職給付制度改定損  210,677  －

特別損失合計  219,857  －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

 17,813  △182,715

法人税、住民税及び事業税  10,097  15,697

法人税等調整額  △36,140  △50,472

法人税等合計  △26,043  △34,774

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 43,857  △147,940

四半期純利益又は四半期純損失（△）  43,857  △147,940
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    （第２四半期連結累計期間）  

（訂正前）  

（単位：千円）

  

（訂正後）  

（単位：千円）

  

（四半期連結包括利益計算書）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日） 
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 43,857  △146,788

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金  △4,280  △23,485

その他の包括利益合計  △4,280  △23,485

四半期包括利益  39,576  △170,274

（内訳）     

親会社株主に係る四半期包括利益  39,576  △170,274

少数株主に係る四半期包括利益  －  －

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日） 
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

 43,857  △147,940

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金  △4,280  △23,485

その他の包括利益合計  △4,280  △23,485

四半期包括利益  39,576  △171,426

（内訳）     

親会社株主に係る四半期包括利益  39,576  △171,426

少数株主に係る四半期包括利益  －  －
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売上高 

（訂正前）  

（訂正後） 

  

繰越高 

（訂正前）  

（訂正後） 

  

３．補足情報

生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称 
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

建築事業（千円）  11,529,043 8,148,736（ 29.3％減）

土木事業（千円）  2,909,434 2,673,940（  8.1％減）

不動産事業（千円）  219,587 5,430（ 97.5％減）

その他の事業（千円）  139,436 127,840（  8.3％減）

合計（千円）  14,797,500 10,955,947（ 26.0％減）

セグメントの名称 
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

建築事業（千円）  11,529,043 8,093,033（ 29.8％減）

土木事業（千円）  2,909,434 2,673,940（  8.1％減）

不動産事業（千円）  219,587 5,430（ 97.5％減）

その他の事業（千円）  139,436 127,840（  8.3％減）

合計（千円）  14,797,500 10,900,244（ 26.3％減）

セグメントの名称 
前第２四半期連結累計期間末 

（平成23年９月30日） 
当第２四半期連結累計期間末 
（平成24年９月30日） 

建築事業（千円）  10,908,974 12,779,576（ 17.1％増）

土木事業（千円）  4,358,335 4,391,091（  0.8％増）

不動産事業（千円）  1,280 20,000（   － ）

その他の事業（千円）  － －（   － ）

合計（千円）  15,268,590 17,190,667（ 12.6％増）

セグメントの名称 
前第２四半期連結累計期間末 

（平成23年９月30日） 
当第２四半期連結累計期間末 
（平成24年９月30日） 

建築事業（千円）  10,908,974 12,835,279（ 17.7％増）

土木事業（千円）  4,358,335 4,391,091（  0.8％増）

不動産事業（千円）  1,280 20,000（   － ）

その他の事業（千円）  － －（   － ）

合計（千円）  15,268,590 17,246,370（ 13.0％増）
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