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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年６月26日に提出いたしました第43期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）有価証券報告書の

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有価証券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５　経理の状況

　　１　連結財務諸表等

　　　(１)　連結財務諸表

　　　　　　注記事項

　　　　　　　(セグメント情報等)

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【注記事項】

(セグメント情報等)

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

（訂正前）

　

当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

    (単位：千円)

 
報告セグメント その他

（注）
合計

鶏卵関連事業 調味料関連事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 11,951,168 1,145,503 13,096,672 33,985 13,130,658

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

494 ― 494 ― 494

計 11,951,662 1,145,503 139,097,166 33,985 13,131,152

セグメント利益 444,127 60,368 504,495 12,534 517,029

セグメント資産 7,474,964 939,257 8,414,221 221,230 8,635,452

セグメント負債 3,890,573 298,192 4,188,765 99,975 4,288,740

その他の項目      

  減価償却費 222,150 29,488 251,639 14,657 266,296

　負ののれんの償却額 ― 18,169 18,169 ― 18,169

 特別利益 295,129 ― 295,129 3,005 298,135

　(固定資産売却益) (137,198) ― (137,198) (1,294) 　(138,492)

　(投資有価証券売却益) ― ― ― (1,711) (1,711)

　(子会社株式売却益) (55,431) ― (55,431) ― (55,431)

　(補助金収入) (102,500) ― (102,500) ― (102,500)

　特別損失 5,441 0 5,441 ― 5,441

　(固定資産除売却損) (5,186) (0) (5,186) ― (5,186)

　(投資有価証券評価損) (254) ― (254) ― (254)

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

629,121 89,761 718,882 1,953 720,835
 

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び太陽光発電事業を
含んでおります。
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(訂正後)

　

当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

    (単位：千円)

 
報告セグメント その他

（注）
合計

鶏卵関連事業 調味料関連事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 11,951,168 1,145,503 13,096,672 33,985 13,130,658

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

494 ― 494 ― 494

計 11,951,662 1,145,503 13,097,166 33,985 13,131,152

セグメント利益 444,127 60,368 504,495 12,534 517,029

セグメント資産 7,474,964 939,257 8,414,221 221,230 8,635,452

セグメント負債 3,890,573 298,192 4,188,765 99,975 4,288,740

その他の項目      

  減価償却費 222,150 29,488 251,639 14,657 266,296

　負ののれんの償却額 ― 18,169 18,169 ― 18,169

 特別利益 295,129 ― 295,129 3,005 298,135

　(固定資産売却益) (137,198) ― (137,198) (1,294) 　(138,492)

　(投資有価証券売却益) ― ― ― (1,711) (1,711)

　(子会社株式売却益) (55,431) ― (55,431) ― (55,431)

　(補助金収入) (102,500) ― (102,500) ― (102,500)

　特別損失 5,441 0 5,441 ― 5,441

　(固定資産除売却損) (5,186) (0) (5,186) ― (5,186)

　(投資有価証券評価損) (254) ― (254) ― (254)

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

629,121 89,761 718,882 1,953 720,835
 

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び太陽光発電事業を
含んでおります。
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