
 
                 

 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１四半期決算短信｣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８月３日付の｢平成２５年３月期第１四半期決算短信｣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１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成24年８月３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８月３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１四半期  4,832  △20.8  △236  －  △213  －  △172  －

24年３月期第１四半期  6,100  1.0  △110  －  △85  －  △181  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △191百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 △189百万円 （ ％） －

  
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１四半期  △15.74  －

24年３月期第１四半期  △16.58  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  16,996  6,250  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１四半期 6,250百万円   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  －       
25年３月期（予想）   0.00 － 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  13,000  △12.1  50  △72.1  60  △74.7  30  △31.6  2.74

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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 10,953,984株 24年３月期１Ｑ 10,953,984株
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（訂正後）  

  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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） 

  

  

 

平成25年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成24年８月３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８月３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１四半期  4,832  △20.8  △236  －  △213  －  △172  －

24年３月期第１四半期  6,100  1.0  △110  －  △85  －  △181  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △191百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 △189百万円 （ ％） －

  
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１四半期  △15.74  －

24年３月期第１四半期  △16.58  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  17,030  6,188  36.3

24年３月期  19,473  6,434  33.0

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 6,188百万円   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  －       
25年３月期（予想）   0.00 － 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  13,000  △12.1  50  △72.1  60  △74.7  30  △31.6  2.74

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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 10,953,984株 24年３月期１Ｑ 10,953,984株
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前）  

 当第１四半期連結累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2,437百万円減の16,996百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ１百万円減の915

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246百万円減の6,250百万円となり、自己資本比率は36.8％となりまし

た。 

（訂正後）   

 当第１四半期連結累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2,442百万円減の17,030百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ１百万円減の915

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246百万円減の6,188百万円となり、自己資本比率は36.3％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）

  

３．四半期連結財務諸表

（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１四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

資産の部     

流動資産     

現金預金  4,671,890  6,317,107

受取手形・完成工事未収入金等  6,628,582  2,765,860

販売用不動産  220,250  220,250

未成工事支出金  684,505  676,435

その他  652,597  513,823

貸倒引当金  △3,580  △3,505

流動資産合計  12,854,246  10,489,970

固定資産 

有形固定資産 

土地  2,637,581  2,637,581

その他  1,616,204  1,598,533

有形固定資産合計  4,253,785  4,236,114

無形固定資産  35,168  34,502

投資その他の資産   

その他  2,812,252  2,756,837

貸倒引当金  △520,859  △520,718

投資その他の資産合計  2,291,393  2,236,119

固定資産合計   6,580,347  6,506,736

  資産合計  19,434,594  16,996,707

負債の部     

流動負債     

支払手形・工事未払金  8,125,730  6,026,374

短期借入金  904,320  904,320

未払法人税等  24,842  9,841

未成工事受入金  1,297,618  1,328,520

賞与引当金  68,361  20,454

完成工事補償引当金  36,747  38,792

その他  379,139  341,920

流動負債合計  10,836,760  8,670,223

固定負債   

長期借入金  12,360  11,280

退職給付引当金  706,316  712,742

入会保証預り金  964,186  939,486

その他  418,430  412,576

固定負債合計  2,101,292  2,076,085

負債合計  12,938,052  10,746,309
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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１四半期連結会計期間 
（平成24年６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  3,293,552

自己株式  △43,855  △43,855

株主資本合計  6,530,563  6,303,327

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  △52,929

その他の包括利益累計額合計  △34,022  △52,929

純資産合計  6,496,541  6,250,397

負債純資産合計  19,434,594  16,996,707
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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１四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

資産の部     

流動資産     

現金預金  4,671,890  6,317,107

受取手形・完成工事未収入金等  6,628,582  2,765,860

販売用不動産  220,250  220,250

未成工事支出金  684,505  676,435

その他  657,408  513,823

貸倒引当金  △3,580  △3,505

流動資産合計  12,859,057  10,489,970

固定資産 

有形固定資産 

土地  2,637,581  2,637,581

その他  1,616,204  1,598,533

有形固定資産合計  4,253,785  4,236,114

無形固定資産  35,168  34,502

投資その他の資産   

その他  2,846,295  2,790,880

貸倒引当金  △520,859  △520,718

投資その他の資産合計  2,325,435  2,270,161

固定資産合計   6,614,390  6,540,779

 資産合計  19,473,447  17,030,749

負債の部     

流動負債     

支払手形・工事未払金  8,226,761  6,127,405

短期借入金  904,320  904,320

未払法人税等  24,842  9,841

未成工事受入金  1,297,618  1,328,520

賞与引当金  68,361  20,454

完成工事補償引当金  36,747  38,792

その他  379,139  337,109

流動負債合計  10,937,791  8,766,443

固定負債   

長期借入金  12,360  11,280

退職給付引当金  706,316  712,742

入会保証預り金  964,186  939,486

その他  418,430  412,576

固定負債合計  2,101,292  2,076,085

負債合計  13,039,083  10,842,529
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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１四半期連結会計期間 
（平成24年６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  3,231,375

自己株式  △43,855  △43,855

株主資本合計  6,468,385  6,241,150

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  △52,929

その他の包括利益累計額合計  △34,022  △52,929

純資産合計  6,434,363  6,188,220

負債純資産合計  19,473,447  17,030,749
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