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１．訂正の経緯 

当社は、平成25年6月下旬に滞留債権の回収進捗について確認を行ったところ、過去の架空売上計上

及び取引業者を利用した着服の疑いが生じたことから、平成25年7月12日付で調査委員会を設置し、調

査を進めてまいりました。その結果、過年度の架空売上計上及び取引業者を利用した着服が行われてい

ることが判明し、四半期連結財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正することと致しました。 
  

２．会計処理 

四半期連結財務諸表において過大に計上されていた「営業収益」及び「営業原価」を修正するととも

に、架空売上・着服に係る債権の修正等、必要と認められる修正を行いました。なお、第39期以前の不

適切な会計処理に基づく損益修正額は、第40期の特別損失に「過年度不正関連損失」として計上してお

ります。 

これらの決算訂正により、当社が平成22年11月11日に提出致しました第40期第２四半期(自 平成22

年７月１日 至 平成22年９月30日)に係る四半期報告書の一部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項の規定に基づき、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きましては、有限責任監査法人トーマツ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。 

また、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所については、XBRLの修正も行いましたので併せ

て修正後のXBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出致します。 

１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】



  

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 

１ 営業収益の状況 

４ 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）経営成績の分析 

（２）財政状態の分析 

第５ 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）四半期連結損益計算書 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（セグメント情報等） 

 セグメント情報 

（１株当たり情報） 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】



  

連結経営指標等 

（訂正前） 

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】

回次
第39期 

第２四半期 
連結累計期間

第40期
第２四半期 
連結累計期間

第39期
第２四半期 
連結会計期間

第40期 
第２四半期 
連結会計期間

第39期

会計期間

自 平成21年
４月１日 

至 平成21年 
９月30日

自 平成22年
４月１日 

至 平成22年 
９月30日

自 平成21年
７月１日 

至 平成21年 
９月30日

自 平成22年 
７月１日 

至 平成22年 
９月30日

自 平成21年
４月１日 

至 平成22年 
３月31日

営業収益 (千円) 38,096,235 41,558,044 19,188,422 21,041,564 78,273,564

経常利益 (千円) 2,265,392 3,177,959 1,120,428 1,676,213 5,023,273

四半期(当期)純利益 (千円) 1,057,365 1,498,155 548,551 799,644 2,396,836

純資産額 (千円) ─ ─ 20,156,298 23,109,702 21,566,963

総資産額 (千円) ─ ─ 77,075,396 85,286,898 81,158,725

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 2,098.52 2,411.57 2,245.82

１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) 126.58 179.34 65.67 95.73 286.92

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ─ ─ 22.7 23.6 23.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 468,011 2,425,504 ― ― 3,700,788

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △ 295,592 △2,991,351 ― ― △827,854

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 224,037 1,125,672 ― ― △1,554,511

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) ─ ─ 2,307,996 3,789,788 3,229,962

従業員数 (名) ─ ─ 3,595 3,925 3,861



  
（訂正後） 

 
  

回次
第39期 

第２四半期 
連結累計期間

第40期
第２四半期 
連結累計期間

第39期
第２四半期 
連結会計期間

第40期 
第２四半期 
連結会計期間

第39期

会計期間

自 平成21年
４月１日 

至 平成21年 
９月30日

自 平成22年
４月１日 

至 平成22年 
９月30日

自 平成21年
７月１日 

至 平成21年 
９月30日

自 平成22年 
７月１日 

至 平成22年 
９月30日

自 平成21年
４月１日 

至 平成22年 
３月31日

営業収益 (千円) 38,096,235 41,378,761 19,188,422 20,928,441 78,273,564

経常利益 (千円) 2,265,392 2,998,676 1,120,428 1,563,090 5,023,273

四半期(当期)純利益 (千円) 1,057,365 1,322,489 548,551 731,476 2,396,836

純資産額 (千円) ─ ─ 20,156,298 22,934,036 21,566,963

総資産額 (千円) ─ ─ 77,075,396 85,111,233 81,158,725

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 2,098.52 2,390.54 2,245.82

１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) 126.58 158.32 65.67 87.57 286.92

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ─ ─ 22.7 23.5 23.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 468,011 2,425,504 ― ― 3,700,788

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △ 295,592 △2,991,351 ― ― △827,854

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 224,037 1,125,672 ― ― △1,554,511

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) ─ ─ 2,307,996 3,789,788 3,229,962

従業員数 (名) ─ ─ 3,595 3,925 3,861



  

当第２四半期連結会計期間における営業実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
（訂正前） 

 
（訂正後） 

 
  

(1) 経営成績の分析 

（訂正前） 

こうした中、当企業グループの当第２四半期連結会計期間（３ヶ月）の営業収益は210億41百万円（前年同期比

9.7％増）、営業利益14億92万円（同26.0％増）、経常利益16億76百万円（同49.6％増）、四半期純利益７億99百万

円（同45.8％増）となりました。 

（訂正後） 

こうした中、当企業グループの当第２四半期連結会計期間（３ヶ月）の営業収益は209億28百万円（前年同期比

9.1％増）、営業利益13億79万円（同16.4％増）、経常利益15億63百万円（同39.5％増）、四半期純利益７億31百万

円（同33.3％増）となりました。 

  

(物流センター事業) 

（訂正前） 

当第２四半期連結会計期間（３ヶ月）の営業収益は99億90百万円、営業利益は11億３百万円となりました。 

（訂正後） 

当第２四半期連結会計期間（３ヶ月）の営業収益は98億77百万円、営業利益は９億89百万円となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

（訂正前） 

当企業グループの当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比41億28百万円増加し852億

86百万円となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が７億46百万円、受取手形及び売掛金が６億93

百万円、有形固定資産が27億33百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

第２ 【事業の状況】

１ 【営業収益の状況】

営業収益の実績

セグメントの名称 営業収益(千円) 前年同四半期比(％)

物流センター事業 9,990,294 ―

貨物自動車運送事業 11,051,270 ―

合計 21,041,564 ―

セグメントの名称 営業収益(千円) 前年同四半期比(％)

物流センター事業 9,877,171 ―

貨物自動車運送事業 11,051,270 ―

合計 20,928,441 ―

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】



（訂正後） 

当企業グループの当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比39億52百万円増加し851億

11百万円となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が７億46百万円、受取手形及び売掛金が３億87

百万円、有形固定資産が27億33百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

  

（訂正前） 

純資産につきましては、前連結会計年度末比15億42百万円増加し、231億９百万円となりました。これは主に、四

半期純利益14億98百万円の計上と剰余金の配当による減少１億33百万円によるものであります。この結果、自己資

本比率は、前連結会計年度末の23.1％から23.6％へと増加しております。 

（訂正後） 

純資産につきましては、前連結会計年度末比13億67百万円増加し、229億34百万円となりました。これは主に、

四半期純利益13億22百万円の計上と剰余金の配当による減少１億33百万円によるものであります。この結果、自己

資本比率は、前連結会計年度末の23.1％から23.5％へと増加しております。 

  



当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30

日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。 

なお、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、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受

けております。 

  

第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について



  

（訂正前） 

１ 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,267,105 3,521,024

受取手形及び売掛金 ※5 10,614,137 ※5 9,920,873

商品 4,305 4,724

貯蔵品 152,824 142,984

その他 1,145,190 1,157,168

貸倒引当金 △42,622 △45,616

流動資産合計 16,140,941 14,701,159

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1 24,040,682 ※1 24,097,631

土地 34,819,251 33,695,411

その他（純額） ※1 4,926,735 ※1 3,260,058

有形固定資産合計 63,786,669 61,053,101

無形固定資産 2,004,926 1,979,424

投資その他の資産 ※2 3,354,361 ※2 3,425,039

固定資産合計 69,145,956 66,457,565

資産合計 85,286,898 81,158,725

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,731,101 5,610,689

短期借入金 32,657,829 31,434,168

未払法人税等 1,219,978 1,264,868

賞与引当金 509,466 490,808

役員賞与引当金 24,344 45,290

その他 ※5 3,630,660 ※5 3,509,939

流動負債合計 43,773,380 42,355,765

固定負債

長期借入金 9,001,883 8,604,752

退職給付引当金 4,674,989 4,711,237

役員退職慰労引当金 341,836 335,276

その他 4,385,106 3,584,730

固定負債合計 18,403,815 17,235,997

負債合計 62,177,196 59,591,762

純資産の部

株主資本

資本金 4,045,050 4,045,050

資本剰余金 3,951,405 3,951,405

利益剰余金 12,195,964 10,831,466

自己株式 △7,590 △7,388

株主資本合計 20,184,829 18,820,532

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △39,848 △59,939

評価・換算差額等合計 △39,848 △59,939

少数株主持分 2,964,721 2,806,370

純資産合計 23,109,702 21,566,963

負債純資産合計 85,286,898 81,158,725



  
（訂正後） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,267,105 3,521,024

受取手形及び売掛金 ※5 10,308,049 ※5 9,920,873

商品 4,305 4,724

貯蔵品 152,824 142,984

その他 1,275,613 1,157,168

貸倒引当金 △42,622 △45,616

流動資産合計 15,965,276 14,701,159

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1 24,040,682 ※1 24,097,631

土地 34,819,251 33,695,411

その他（純額） ※1 4,926,735 ※1 3,260,058

有形固定資産合計 63,786,669 61,053,101

無形固定資産 2,004,926 1,979,424

投資その他の資産 ※2 3,354,361 ※2 3,425,039

固定資産合計 69,145,956 66,457,565

資産合計 85,111,233 81,158,725

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,731,101 5,610,689

短期借入金 32,657,829 31,434,168

未払法人税等 1,219,978 1,264,868

賞与引当金 509,466 490,808

役員賞与引当金 24,344 45,290

その他 ※5 3,630,660 ※5 3,509,939

流動負債合計 43,773,380 42,355,765

固定負債

長期借入金 9,001,883 8,604,752

退職給付引当金 4,674,989 4,711,237

役員退職慰労引当金 341,836 335,276

その他 4,385,106 3,584,730

固定負債合計 18,403,815 17,235,997

負債合計 62,177,196 59,591,762

純資産の部

株主資本

資本金 4,045,050 4,045,050

資本剰余金 3,951,405 3,951,405

利益剰余金 12,020,299 10,831,466

自己株式 △7,590 △7,388

株主資本合計 20,009,163 18,820,532

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △39,848 △59,939

評価・換算差額等合計 △39,848 △59,939

少数株主持分 2,964,721 2,806,370

純資産合計 22,934,036 21,566,963

負債純資産合計 85,111,233 81,158,725



  

（訂正前） 

(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業収益 38,096,235 41,558,044

営業原価 34,725,933 37,487,004

営業総利益 3,370,301 4,071,040

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 44,041 22,062

役員報酬 199,436 234,727

給料及び手当 235,764 269,913

賞与引当金繰入額 27,998 33,721

役員賞与引当金繰入額 23,520 24,904

退職給付費用 ※1 14,789 ※1 15,138

役員退職慰労引当金繰入額 19,462 18,820

その他 458,921 495,211

販売費及び一般管理費合計 1,023,935 1,114,500

営業利益 2,346,366 2,956,539

営業外収益

受取利息 2,013 1,202

受取配当金 16,530 16,976

負ののれん償却額 59,852 101,529

助成金収入 － 261,747

雑収入 129,254 159,719

営業外収益合計 207,650 541,175

営業外費用

支払利息 243,379 255,362

雑損失 45,245 64,393

営業外費用合計 288,624 319,755

経常利益 2,265,392 3,177,959

特別損失

減損損失 901 －

投資有価証券評価損 1,826 106,911

事業構造改善費用 43,003 －

投資有価証券売却損 13,795 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 119,041

損害賠償金 － 38,588

特別損失合計 59,526 264,541

税金等調整前四半期純利益 2,205,865 2,913,418

法人税、住民税及び事業税 958,727 1,176,277

法人税等調整額 92,946 40,984

法人税等合計 1,051,673 1,217,262

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,696,156

少数株主利益 96,826 198,000

四半期純利益 1,057,365 1,498,155



  
（訂正後） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業収益 38,096,235 41,378,761 

営業原価 34,725,933 37,483,430 

営業総利益 3,370,301 3,895,330 

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 44,041 25,635 

役員報酬 199,436 234,727

給料及び手当 235,764 269,913

賞与引当金繰入額 27,998 33,721

役員賞与引当金繰入額 23,520 24,904

退職給付費用 ※1 14,789 ※1 15,138

役員退職慰労引当金繰入額 19,462 18,820

その他 458,921 495,211

販売費及び一般管理費合計 1,023,935 1,118,073 

営業利益 2,346,366 2,777,256 

営業外収益

受取利息 2,013 1,202

受取配当金 16,530 16,976

負ののれん償却額 59,852 101,529

助成金収入 － 261,747

雑収入 129,254 159,719

営業外収益合計 207,650 541,175

営業外費用

支払利息 243,379 255,362

雑損失 45,245 64,393

営業外費用合計 288,624 319,755

経常利益 2,265,392 2,998,676 

特別損失

減損損失 901 －

投資有価証券評価損 1,826 106,911

事業構造改善費用 43,003 －

投資有価証券売却損 13,795 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 119,041

損害賠償金 － 38,588

過年度不正関連損失 － 112,229

特別損失合計 59,526 376,771 

税金等調整前四半期純利益 2,205,865 2,621,905 

法人税、住民税及び事業税 958,727 1,176,277

法人税等調整額 92,946 △74,862

法人税等合計 1,051,673 1,101,415 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,520,490 

少数株主利益 96,826 198,000

四半期純利益 1,057,365 1,322,489 



  

（訂正前） 

  【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

営業収益 19,188,422 21,041,564

営業原価 17,503,201 18,989,544

営業総利益 1,685,221 2,052,020

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 7,607 17,584

役員報酬 101,762 116,456

給料及び手当 119,505 133,228

賞与引当金繰入額 14,202 16,504

役員賞与引当金繰入額 11,790 12,927

退職給付費用 ※1 7,533 ※1 7,763

役員退職慰労引当金繰入額 9,122 9,485

その他 228,551 245,261

販売費及び一般管理費合計 500,074 559,212

営業利益 1,185,147 1,492,808

営業外収益

受取利息 941 686

受取配当金 1,085 846

負ののれん償却額 29,926 50,764

助成金収入 － 199,523

雑収入 60,118 74,979

営業外収益合計 92,071 326,801

営業外費用

支払利息 121,605 124,365

雑損失 35,185 19,029

営業外費用合計 156,790 143,395

経常利益 1,120,428 1,676,213

特別損失

投資有価証券評価損 1,826 62,378

事業構造改善費用 900 －

損害賠償金 － 38,588

特別損失合計 2,726 100,966

税金等調整前四半期純利益 1,117,701 1,575,247

法人税、住民税及び事業税 438,924 563,982

法人税等調整額 48,786 66,502

法人税等合計 487,710 630,484

少数株主損益調整前四半期純利益 － 944,762

少数株主利益 81,438 145,117

四半期純利益 548,551 799,644



  
（訂正後） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

営業収益 19,188,422 20,928,441 

営業原価 17,503,201 18,987,280 

営業総利益 1,685,221 1,941,160 

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 7,607 19,848 

役員報酬 101,762 116,456

給料及び手当 119,505 133,228

賞与引当金繰入額 14,202 16,504

役員賞与引当金繰入額 11,790 12,927

退職給付費用 ※1 7,533 ※1 7,763

役員退職慰労引当金繰入額 9,122 9,485

その他 228,551 245,261

販売費及び一般管理費合計 500,074 561,476 

営業利益 1,185,147 1,379,684 

営業外収益

受取利息 941 686

受取配当金 1,085 846

負ののれん償却額 29,926 50,764

助成金収入 － 199,523

雑収入 60,118 74,979

営業外収益合計 92,071 326,801

営業外費用

支払利息 121,605 124,365

雑損失 35,185 19,029

営業外費用合計 156,790 143,395

経常利益 1,120,428 1,563,090 

特別損失

投資有価証券評価損 1,826 62,378

事業構造改善費用 900 －

損害賠償金 － 38,588

特別損失合計 2,726 100,966 

税金等調整前四半期純利益 1,117,701 1,462,123 

法人税、住民税及び事業税 438,924 563,982

法人税等調整額 48,786 21,547 

法人税等合計 487,710 585,529 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 876,593 

少数株主利益 81,438 145,117

四半期純利益 548,551 731,476 



  

（訂正前） 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,205,865 2,913,418

減価償却費 1,150,358 1,320,662

負ののれん償却額 △59,852 △101,529

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,880 4,767

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,256 18,657

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,640 △20,946

退職給付引当金の増減額（△は減少） △420,195 △36,248

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,154 6,560

受取利息及び受取配当金 △18,543 △18,179

支払利息 243,379 255,362

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 119,041

固定資産除売却損 14,291 8,515

売上債権の増減額（△は増加） △1,575,865 △712,170

仕入債務の増減額（△は減少） △201,110 120,412

未払消費税等の増減額（△は減少） 268,071 △155,136

その他の資産・負債の増減額 43,655 △68,007

その他 8,461 58,304

小計 1,783,859 3,713,485

利息及び配当金の受取額 18,543 18,179

利息の支払額 △244,523 △255,503

リース解約損 △77,712 －

法人税等の支払額 △1,017,474 △1,068,573

法人税等の還付額 5,318 17,916

営業活動によるキャッシュ・フロー 468,011 2,425,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △60,095 △489,657

定期預金の払戻による収入 63,456 303,402

有形固定資産の取得による支出 △240,702 △2,832,660

有形固定資産の売却による収入 31,968 165,834

無形固定資産の取得による支出 △57,784 △59,750

投資有価証券の取得による支出 △25,048 △8,813

敷金の差入による支出 △56,795 △36,185

敷金の回収による収入 23,648 45,769

貸付けによる支出 △47,720 △15,944

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

8,359 －

その他 65,120 △63,344

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,592 △2,991,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,368,502 1,257,202

長期借入れによる収入 1,651,600 3,376,698

長期借入金の返済による支出 △2,488,669 △3,013,108

自己株式の純増減額（△は増加） △51 △202

配当金の支払額 △125,304 △133,656

少数株主への配当金の支払額 △30,525 △33,879

リース債務の返済による支出 △151,514 △327,380

財務活動によるキャッシュ・フロー 224,037 1,125,672

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） 396,456 559,825

現金及び現金同等物の期首残高 1,911,539 3,229,962

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 2,307,996 ※1 3,789,788



  
（訂正後） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,205,865 2,621,905

減価償却費 1,150,358 1,320,662

負ののれん償却額 △59,852 △101,529

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,880 10,336

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,256 18,657

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,640 △20,946

退職給付引当金の増減額（△は減少） △420,195 △36,248

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,154 6,560

受取利息及び受取配当金 △18,543 △18,179

支払利息 243,379 255,362

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 119,041

固定資産除売却損 14,291 8,515

売上債権の増減額（△は増加） △1,575,865 △406,082

仕入債務の増減額（△は減少） △201,110 120,412

未払消費税等の増減額（△は減少） 268,071 △155,136

その他の資産・負債の増減額 43,655 △88,151

その他 8,461 58,304

小計 1,783,859 3,713,485

利息及び配当金の受取額 18,543 18,179

利息の支払額 △244,523 △255,503

リース解約損 △77,712 －

法人税等の支払額 △1,017,474 △1,068,573

法人税等の還付額 5,318 17,916

営業活動によるキャッシュ・フロー 468,011 2,425,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △60,095 △489,657

定期預金の払戻による収入 63,456 303,402

有形固定資産の取得による支出 △240,702 △2,832,660

有形固定資産の売却による収入 31,968 165,834

無形固定資産の取得による支出 △57,784 △59,750

投資有価証券の取得による支出 △25,048 △8,813

敷金の差入による支出 △56,795 △36,185

敷金の回収による収入 23,648 45,769

貸付けによる支出 △47,720 △15,944

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

8,359 －

その他 65,120 △63,344

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,592 △2,991,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,368,502 1,257,202

長期借入れによる収入 1,651,600 3,376,698

長期借入金の返済による支出 △2,488,669 △3,013,108

自己株式の純増減額（△は増加） △51 △202

配当金の支払額 △125,304 △133,656

少数株主への配当金の支払額 △30,525 △33,879

リース債務の返済による支出 △151,514 △327,380

財務活動によるキャッシュ・フロー 224,037 1,125,672

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） 396,456 559,825

現金及び現金同等物の期首残高 1,911,539 3,229,962

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 2,307,996 ※1 3,789,788



  

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

 

【セグメント情報】 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（訂正前） 

(単位：千円) 

 
（訂正後） 

(単位：千円) 

 
  

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 

※２ 投資その他の資産から直接控除している貸倒引当

金の額

95,418千円
 

※２ 投資その他の資産から直接控除している貸倒引当

金の額

87,656千円

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 

※２ 投資その他の資産から直接控除している貸倒引当

金の額

100,987千円
 

※２ 投資その他の資産から直接控除している貸倒引当

金の額

87,656千円

(セグメント情報等)

物流センター 
事業

貨物自動車
運送事業

合計 調整額
四半期連結 
損益計算書 
計上額

営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業利益

19,825,600 21,732,444 41,558,044 (―) 41,558,044

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

70,969 822,274 893,243 (893,243) ―

計 19,896,569 22,554,719 42,451,288 (893,243) 41,558,044

セグメント利益 2,393,288 561,765 2,955,054 1,485 2,956,539

物流センター 
事業

貨物自動車
運送事業

合計 調整額
四半期連結 
損益計算書 
計上額

営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

19,646,317 21,732,444 41,378,761 (―) 41,378,761

 (2) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

70,969 822,274 893,243 (893,243) ―

計 19,717,286 22,554,719 42,272,005 (893,243) 41,378,761

セグメント利益 2,214,005 561,765 2,775,771 1,485 2,777,256



  
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

（訂正前） 

(単位：千円) 

 
（訂正後） 

(単位：千円) 

 
  

１ １株当たり純資産額 

（訂正前） 

 
(注)１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 物流センター
事業

貨物自動車
運送事業

合計 調整額
四半期連結 
損益計算書 
計上額

営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

9,990,294 11,051,270 21,041,564 (─) 21,041,564

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

40,704 431,579 472,284 (472,284) ─

計 10,030,999 11,482,849 21,513,849 (472,284) 21,041,564

セグメント利益 1,103,040 388,702 1,491,743 1,065 1,492,808

 物流センター
事業

貨物自動車
運送事業

合計 調整額
四半期連結 
損益計算書 
計上額

営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

9,877,171 11,051,270 20,928,441 (─) 20,928,441

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

40,704 431,579 472,284 (472,284) ─

計 9,917,876 11,482,849 21,400,725 (472,284) 20,928,441

セグメント利益 989,917 388,702 1,378,619 1,065 1,379,684

(１株当たり情報)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 2,411円57銭 １株当たり純資産額 2,245円82銭

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 23,109,702 21,566,963

普通株式に係る純資産額（千円） 20,144,980 18,760,592

差額の主な内訳（千円）

 少数株主持分 2,964,721 2,806,370

普通株式の発行済株式数（株） 8,356,000 8,356,000

普通株式の自己株式数（株） 2,542 2,455

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数（株）

8,353,458 8,353,545



  
(訂正後） 

 
(注)１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２  １株当たり四半期純利益金額等 

第２四半期累計期間 

（訂正前） 

 
(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
（訂正後） 

 
(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 2,390円54銭 １株当たり純資産額 2,245円82銭

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 22,934,036 21,566,963

普通株式に係る純資産額（千円） 19,969,315 18,760,592

差額の主な内訳（千円）

 少数株主持分 2,964,721 2,806,370

普通株式の発行済株式数（株） 8,356,000 8,356,000

普通株式の自己株式数（株） 2,542 2,455

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数（株）

8,353,458 8,353,545

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 126円58銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

１株当たり四半期純利益 179円34銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 1,057,365 1,498,155

普通株式に係る四半期純利益(千円) 1,057,365 1,498,155

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 8,353,612 8,353,497

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 126円58銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

１株当たり四半期純利益 158円32銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─



  
２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

第２四半期連結会計期間 

（訂正前） 

 
(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
（訂正後） 

 
(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 1,057,365 1,322,489 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 1,057,365 1,322,489 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 8,353,612 8,353,497

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 65円67銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─

１株当たり四半期純利益金額 95円73銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─

項目
前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 548,551 799,644

普通株式に係る四半期純利益(千円) 548,551 799,644

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 8,353,609 8,353,476

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 65円67銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─

１株当たり四半期純利益金額 87円57銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─

項目
前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 548,551 731,476 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 548,551 731,476 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 8,353,609 8,353,476



  

  

平成25年８月13日

株式会社ハマキョウレックス 

 取 締 役 会  御 中  

  
 

  
 

  
 

  

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

式会社ハマキョウレックスの平成22年４月１日から平成23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22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日

から平成22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

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行

われた。 

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、株式会社ハマキョウレックス及び連結子会

社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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。 

  

追記情報 

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、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連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期連結財務諸表につ

いて四半期レビューを行った。 

  

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 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  浅 野 裕 史    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  山 田 剛 己    印

(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  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。


