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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成30年８月10日に提出いたしました第72期第１四半期（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）四半期

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

　

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) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

　　　　　 四半期連結包括利益計算書

　　　　　　 第１四半期連結累計期間

 
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 主要な経営指標の推移

 
（訂正前）

回次
第71期

第１四半期
連結累計期間

第72期
第１四半期
連結累計期間

第71期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (千円) 3,872,795 4,268,029 17,735,937

経常利益 (千円) 54,050 114,226 518,342

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 17,850 58,428 416,187

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 195,859 133,715 551,813

純資産 (千円) 8,831,933 9,228,574 9,187,833

総資産 (千円) 16,914,288 17,587,864 17,794,865

１株当たり四半期（当期）純
利益

(円) 0.96 3.14 22.39

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 (％) 52.2 52.5 51.6
 

 
（訂正後)

回次
第71期

第１四半期
連結累計期間

第72期
第１四半期
連結累計期間

第71期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (千円) 3,872,795 4,268,029 17,735,937

経常利益 (千円) 54,050 114,226 518,342

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 17,850 58,428 416,187

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 195,859 131,962 563,875

純資産 (千円) 8,831,933 9,238,883 9,199,896

総資産 (千円) 16,914,288 17,583,800 17,789,541

１株当たり四半期（当期）純
利益

(円) 0.96 3.14 22.39

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 (％) 52.2 52.5 51.7
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　第４ 経理の状況

　　１ 四半期連結財務諸表

　　　(1) 四半期連結財務諸表

 
 (訂正前)

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,079,505 4,962,556

  受取手形及び売掛金 ※2  3,754,326 ※2  2,859,415

  商品 1,631,125 1,442,734

  製品 3,356 3,580

  仕掛品 24,361 19,823

  原材料及び貯蔵品 42,660 44,494

  その他 162,640 155,619

  貸倒引当金 △30,500 △22,800

  流動資産合計 9,667,475 9,465,424

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,441,304 2,413,187

   機械装置及び運搬具（純額） 157,190 148,070

   土地 2,543,073 2,543,073

   その他（純額） 157,164 158,802

   有形固定資産合計 5,298,733 5,263,135

  無形固定資産   

   ソフトウエア 19,247 17,016

   ソフトウエア仮勘定 5,512 5,512

   その他 52,727 52,694

   無形固定資産合計 77,487 75,223

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,302,822 2,413,394

   破産更生債権等 191,932 191,329

   長期貸付金 353 303

   長期預金 100,000 100,000

   繰延税金資産 74,360 4,064

   その他 253,009 251,669

   貸倒引当金 △171,308 △176,679

   投資その他の資産合計 2,751,169 2,784,081

  固定資産合計 8,127,389 8,122,439

 資産合計 17,794,865 17,587,864
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 4,583,073 4,419,243

  短期借入金 ※1  2,119,000 ※1  2,119,000

  未払法人税等 231,581 30,964

  賞与引当金 109,499 21,790

  その他 283,476 479,558

  流動負債合計 7,326,630 7,070,557

 固定負債   

  退職給付に係る負債 997,856 1,006,253

  役員退職慰労引当金 262,456 262,456

  その他 20,089 20,023

  固定負債合計 1,280,401 1,288,732

 負債合計 8,607,031 8,359,290

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,235,546 3,235,546

  資本剰余金 2,965,130 2,965,130

  利益剰余金 2,910,406 2,875,880

  自己株式 △942,238 △942,258

  株主資本合計 8,168,845 8,134,299

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,025,019 1,100,060

  退職給付に係る調整累計額 △6,031 △5,785

  その他の包括利益累計額合計 1,018,988 1,094,275

 純資産合計 9,187,833 9,228,574

負債純資産合計 17,794,865 17,587,864
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 (訂正後)

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,079,505 4,962,556

  受取手形及び売掛金 ※2  3,754,326 ※2  2,859,415

  商品 1,631,125 1,442,734

  製品 3,356 3,580

  仕掛品 24,361 19,823

  原材料及び貯蔵品 42,660 44,494

  その他 162,640 155,619

  貸倒引当金 △30,500 △22,800

  流動資産合計 9,667,475 9,465,424

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,441,304 2,413,187

   機械装置及び運搬具（純額） 157,190 148,070

   土地 2,543,073 2,543,073

   その他（純額） 157,164 158,802

   有形固定資産合計 5,298,733 5,263,135

  無形固定資産   

   ソフトウエア 19,247 17,016

   ソフトウエア仮勘定 5,512 5,512

   その他 52,727 52,694

   無形固定資産合計 77,487 75,223

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,302,822 2,413,394

   破産更生債権等 191,932 191,329

   長期貸付金 353 303

   長期預金 100,000 100,000

   繰延税金資産 69,036 -

   その他 253,009 251,669

   貸倒引当金 △171,308 △176,679

   投資その他の資産合計 2,745,845 2,780,016

  固定資産合計 8,122,066 8,118,375

 資産合計 17,789,541 17,583,800
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 4,583,073 4,419,243

  短期借入金 ※1  2,119,000 ※1  2,119,000

  未払法人税等 231,581 30,964

  賞与引当金 109,499 21,790

  その他 283,476 479,558

  流動負債合計 7,326,630 7,070,557

 固定負債   

  退職給付に係る負債 980,469 991,394

  役員退職慰労引当金 262,456 262,456

  繰延税金負債 - 485

  その他 20,089 20,023

  固定負債合計 1,263,015 1,274,358

 負債合計 8,589,645 8,344,916

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,235,546 3,235,546

  資本剰余金 2,965,130 2,965,130

  利益剰余金 2,910,406 2,875,880

  自己株式 △942,238 △942,258

  株主資本合計 8,168,845 8,134,299

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,025,019 1,100,060

  退職給付に係る調整累計額 6,031 4,523

  その他の包括利益累計額合計 1,031,050 1,104,584

 純資産合計 9,199,896 9,238,883

負債純資産合計 17,789,541 17,583,800
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(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

　 四半期連結包括利益計算書

　 第１四半期連結累計期間

 
　(訂正前)

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 17,850 58,428

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 176,080 75,041

 退職給付に係る調整額 1,928 245

 その他の包括利益合計 178,009 75,287

四半期包括利益 195,859 133,715

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 195,859 133,715

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
 

 

　(訂正後)

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 17,850 58,428

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 176,080 75,041

 退職給付に係る調整額 1,928 △1,507

 その他の包括利益合計 178,009 73,533

四半期包括利益 195,859 131,962

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 195,859 131,962

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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独立監査人の四半期レビュー報告書
平成31年３月22日

北沢産業株式会社

取締役会　御中

 

永 和 監 査 法 人

代表社員
業務執行社員

公認会計士 荒 川 栄 一 ㊞

業務執行社員 公認会計士 芦 澤 宗 孝 ㊞

 

 

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」に掲げられている北沢産業株式会

社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６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、四半期連結包括利益計算書及び注記に

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、北沢産業株式会社及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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30年８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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