
 

 
平成２５年６月２５日 

各      位 

会 社 名  株式会社クロスキャット 

代表者名  代表取締役社長 井上貴功 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２３０７） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役 三嶋峰雄 

電   話 ０３-３４７４-５２５１ 

 

（訂正）｢平成 24 年 3 月期 決算短信 [日本基準]（非連結）｣の一部訂正について 

 

当社は、平成２４年５月１１日 １５時３０分に発表した表記開示資料について訂正がありましたので

お知らせします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

平成２３年３月期の期末配当に際して準備金を増加させる際、誤って資本金の額の４分の１を超えて 

準備金の額を積み立てていたため、超過した利益準備金を繰越利益剰余金へ戻し入れることと致しまし 

た。 

 

訂正箇所 

 ７ページ ４．財務諸表 

       (1) 貸借対照表       別紙 

       (3) 株主資本等変動計算書  別紙 

－1－

minagaki
企業理念入りロゴ



４．財務諸表等
 (1) 貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 486,243 435,278

　　受取手形 7,808 14,916

　　売掛金 1,468,788 1,934,541

　　仕掛品 370,451 ※3 395,399

　　前払費用 32,510 29,619

　　繰延税金資産 99,711 106,514

　　未収入金 34,736 7,617

　　その他 5,873 9,743

　　貸倒引当金 △1,470 △1,940

　　流動資産合計 2,504,652 2,931,689

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 ※1 179,971 ※1 178,585

　　　　減価償却累計額 △121,826 △122,597

　　　　建物（純額） 58,144 55,987

　　　構築物 ※1 7,457 ※1 7,457

　　　　減価償却累計額 △6,221 △6,397

　　　　構築物（純額） 1,236 1,060

　　　車両運搬具 8,265 8,265

　　　　減価償却累計額 △5,404 △6,566

　　　　車両運搬具（純額） 2,861 1,699

　　　工具、器具及び備品 148,149 124,533

　　　　減価償却累計額 △118,221 △104,504

　　　　工具、器具及び備品（純額） 29,927 20,028

　　　土地 ※1 43,171 ※1 43,171

　　　有形固定資産合計 135,341 121,948

　　無形固定資産

　　　ソフトウエア 48,948 40,883

　　　電話加入権 2,391 2,391

　　　その他 400 400

　　　無形固定資産合計 51,740 43,675

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 ※1 110,866 ※1 116,282

　　　出資金 10 10

　　　破産更生債権等 1,088 -

　　　繰延税金資産 155,209 155,997

　　　敷金及び保証金 131,882 135,204

　　　役員に対する保険積立金 15,576 16,586

　　　会員権 8,619 8,619

　　　貸倒引当金 △1,088 -

　　　投資その他の資産合計 422,164 432,699

　　固定資産合計 609,247 598,323

　資産合計 3,113,899 3,530,013

－2－



(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 219,973 241,225

　　短期借入金 ※1 260,000 ※1 450,000

　　未払金 37,251 98,292

　　未払費用 101,279 99,608

　　未払法人税等 30,347 120,784

　　未払消費税等 68,262 88,188

　　前受金 36,337 23,615

　　預り金 21,735 19,700

　　賞与引当金 178,805 189,018

　　受注損失引当金 - ※3 8,400

　　その他 10,573 10,196

　　流動負債合計 964,566 1,349,029

　固定負債

　　長期未払金 60,079 28,166

　　退職給付引当金 347,351 381,994

　　資産除去債務 35,344 32,948

　　固定負債合計 442,775 443,109

　負債合計 1,407,342 1,792,139

純資産の部

　株主資本

　　資本金 459,237 459,237

　　資本剰余金

　　　資本準備金 61,191 61,191

　　　資本剰余金合計 61,191 61,191

　　利益剰余金

　　　利益準備金 49,622 56,804

　　　その他利益剰余金 1,200,300 1,240,898

　　　　別途積立金 38,000 38,000

　　　　繰越利益剰余金 1,162,300 1,202,898

　　　利益剰余金合計 1,249,923 1,297,703

　　自己株式 △63,196 △82,076

　　株主資本合計 1,707,155 1,736,055

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △598 1,818

　　評価・換算差額等合計 △598 1,818

　純資産合計 1,706,557 1,737,873

負債純資産合計 3,113,899 3,530,013
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【訂正後】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 486,243 435,278

　　受取手形 7,808 14,916

　　売掛金 1,468,788 1,934,541

　　仕掛品 370,451 ※3 395,399

　　前払費用 32,510 29,619

　　繰延税金資産 99,711 106,514

　　未収入金 34,736 7,617

　　その他 5,873 9,743

　　貸倒引当金 △1,470 △1,940

　　流動資産合計 2,504,652 2,931,689

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 ※1 179,971 ※1 178,585

　　　　減価償却累計額 △121,826 △122,597

　　　　建物（純額） 58,144 55,987

　　　構築物 ※1 7,457 ※1 7,457

　　　　減価償却累計額 △6,221 △6,397

　　　　構築物（純額） 1,236 1,060

　　　車両運搬具 8,265 8,265

　　　　減価償却累計額 △5,404 △6,566

　　　　車両運搬具（純額） 2,861 1,699

　　　工具、器具及び備品 148,149 124,533

　　　　減価償却累計額 △118,221 △104,504

　　　　工具、器具及び備品（純額） 29,927 20,028

　　　土地 ※1 43,171 ※1 43,171

　　　有形固定資産合計 135,341 121,948

　　無形固定資産

　　　ソフトウエア 48,948 40,883

　　　電話加入権 2,391 2,391

　　　その他 400 400

　　　無形固定資産合計 51,740 43,675

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 ※1 110,866 ※1 116,282

　　　出資金 10 10

　　　破産更生債権等 1,088 -

　　　繰延税金資産 155,209 155,997

　　　敷金及び保証金 131,882 135,204

　　　役員に対する保険積立金 15,576 16,586

　　　会員権 8,619 8,619

　　　貸倒引当金 △1,088 -

　　　投資その他の資産合計 422,164 432,699

　　固定資産合計 609,247 598,323

　資産合計 3,113,899 3,530,013
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 219,973 241,225

　　短期借入金 ※1 260,000 ※1 450,000

　　未払金 37,251 98,292

　　未払費用 101,279 99,608

　　未払法人税等 30,347 120,784

　　未払消費税等 68,262 88,188

　　前受金 36,337 23,615

　　預り金 21,735 19,700

　　賞与引当金 178,805 189,018

　　受注損失引当金 - ※3 8,400

　　その他 10,573 10,196

　　流動負債合計 964,566 1,349,029

　固定負債

　　長期未払金 60,079 28,166

　　退職給付引当金 347,351 381,994

　　資産除去債務 35,344 32,948

　　固定負債合計 442,775 443,109

　負債合計 1,407,342 1,792,139

純資産の部

　株主資本

　　資本金 459,237 459,237

　　資本剰余金

　　　資本準備金 61,191 61,191

　　　資本剰余金合計 61,191 61,191

　　利益剰余金

　　　利益準備金 49,622 53,618

　　　その他利益剰余金 1,200,300 1,244,085

　　　　別途積立金 38,000 38,000

　　　　繰越利益剰余金 1,162,300 1,206,085

　　　利益剰余金合計 1,249,923 1,297,703

　　自己株式 △63,196 △82,076

　　株主資本合計 1,707,155 1,736,055

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △598 1,818

　　評価・換算差額等合計 △598 1,818

　純資産合計 1,706,557 1,737,873

負債純資産合計 3,113,899 3,530,013
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 (3) 株主資本等変動計算書

【訂正前】

(単位：千円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本

　資本金

　　当期首残高 459,237 459,237

　　当期変動額

      新株の発行 - -

　　　当期変動額合計 - -

　　当期末残高 459,237 459,237

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　当期首残高 61,191 61,191

　　　当期変動額

      新株の発行 - -

　　　　当期変動額合計 - -

　　　当期末残高 61,191 61,191

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　当期首残高 42,439 49,622

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 7,183 7,181

　　　　当期変動額合計 7,183 7,181

　　　当期末残高 49,622 56,804

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　当期首残高 38,000 38,000

　　　　当期末残高 38,000 38,000

　　　繰越利益剰余金

　　　　当期首残高 1,056,539 1,162,300

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △79,016 △78,999

　　　　　当期純利益 184,778 119,596

　　　　　当期変動額合計 105,761 40,597

　　　　当期末残高 1,162,300 1,202,898

　　利益剰余金合計

　　　当期首残高 1,136,978 1,249,923

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △71,833 △71,817

　　　　当期純利益 184,778 119,596

　　　　当期変動額合計 112,944 47,779

　　　当期末残高 1,249,923 1,297,703

　自己株式

　　当期首残高 △62,854 △63,196
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △341 △18,880

　　　当期変動額合計 △341 △18,880

　　当期末残高 △63,196 △82,076

　株主資本合計

　　当期首残高 1,594,552 1,707,155

　　当期変動額

      新株の発行 － －

　　　剰余金の配当 △71,833 △71,817

　　　当期純利益 184,778 119,596

　　　自己株式の取得 △341 △18,880

　　　当期変動額合計 112,603 28,899

　　当期末残高 1,707,155 1,736,055

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　当期首残高 6,195 △598

　　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,794 2,416

　　　当期変動額合計 △6,794 2,416

　　当期末残高 △598 1,818

　評価・換算差額等合計

　　当期首残高 6,195 △598

　　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,794 2,416

　　　当期変動額合計 △6,794 2,416

　　当期末残高 △598 1,818

純資産合計

　当期首残高 1,600,748 1,706,557

　当期変動額

    新株の発行 － －

　　剰余金の配当 △71,833 △71,817

　　当期純利益 184,778 119,596

　　自己株式の取得 △341 △18,880

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,794 2,416

　　当期変動額合計 105,809 31,316

　当期末残高 1,706,557 1,737,873
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【訂正後】

(単位：千円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本

　資本金

　　当期首残高 459,237 459,237

　　当期変動額

      新株の発行 - -

　　　当期変動額合計 - -

　　当期末残高 459,237 459,237

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　当期首残高 61,191 61,191

　　　当期変動額

      新株の発行 - -

　　　　当期変動額合計 - -

　　　当期末残高 61,191 61,191

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　当期首残高 42,439 49,622

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 7,183 3,995

　　　　当期変動額合計 7,183 3,995

　　　当期末残高 49,622 53,618

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　当期首残高 38,000 38,000

　　　　当期末残高 38,000 38,000

　　　繰越利益剰余金

　　　　当期首残高 1,056,539 1,162,300

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △79,016 △75,812

　　　　　当期純利益 184,778 119,596

　　　　　当期変動額合計 105,761 43,784

　　　　当期末残高 1,162,300 1,206,085

　　利益剰余金合計

　　　当期首残高 1,136,978 1,249,923

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △71,833 △71,817

　　　　当期純利益 184,778 119,596

　　　　当期変動額合計 112,944 47,779

　　　当期末残高 1,249,923 1,297,703

　自己株式

　　当期首残高 △62,854 △63,196
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △341 △18,880

　　　当期変動額合計 △341 △18,880

　　当期末残高 △63,196 △82,076

　株主資本合計

　　当期首残高 1,594,552 1,707,155

　　当期変動額

      新株の発行 － －

　　　剰余金の配当 △71,833 △71,817

　　　当期純利益 184,778 119,596

　　　自己株式の取得 △341 △18,880

　　　当期変動額合計 112,603 28,899

　　当期末残高 1,707,155 1,736,055

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　当期首残高 6,195 △598

　　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,794 2,416

　　　当期変動額合計 △6,794 2,416

　　当期末残高 △598 1,818

　評価・換算差額等合計

　　当期首残高 6,195 △598

　　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,794 2,416

　　　当期変動額合計 △6,794 2,416

　　当期末残高 △598 1,818

純資産合計

　当期首残高 1,600,748 1,706,557

　当期変動額

    新株の発行 － －

　　剰余金の配当 △71,833 △71,817

　　当期純利益 184,778 119,596

　　自己株式の取得 △341 △18,880

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,794 2,416

　　当期変動額合計 105,809 31,316

　当期末残高 1,706,557 1,737,873
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