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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　当社の在外子会社において、過去の繰延税金資産の計上に誤謬があることが判明し、訂正いたしました。

　これに伴い、平成28年11月14日に提出いたしました第54期第２四半期（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30

日）四半期報告書の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、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。

　なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、SCS国際有限責任監査法人により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。

 

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

２．監査証明について

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２四半期連結累計期間

［四半期レビュー報告書］

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　　（訂正前）

回次
第53期

第２四半期連結
累計期間

第54期
第２四半期連結

累計期間
第53期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　９月30日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （千円） 16,590,144 15,173,017 32,182,398

経常利益又は経常損失（△） （千円） 96,219 △328,702 697,053

親会社株主に帰属する四半期純損

失（△）又は親会社株主に帰属す

る当期純利益

（千円） △276,845 △302,972 139,832

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △1,020,240 △2,064,457 △1,809,610

純資産額 （千円） 31,248,073 28,098,398 30,366,094

総資産額 （千円） 59,494,675 56,671,806 60,427,212

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額

（円） △34.26 △37.51 17.31

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 44.4 42.3 42.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 2,249,446 536,397 4,847,834

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △536,409 △3,225,996 △2,418,715

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 3,430,198 575,499 3,433,772

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 19,928,810 17,451,299 20,410,029

 

回次
第53期

第２四半期連結
会計期間

第54期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
　７月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　７月１日
至平成28年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）

（円） △41.13 2.37

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について、第53期は、潜在株式が存在しないため、第

53期第２四半期連結累計期間及び第54期第２四半期連結累計期間は、１株当たり四半期純損失金額であり、

また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　４．当社は、平成28年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行いましたが、前連結会計年度

の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失金額（△）又は１株当たり当期純利益

金額を算定しております。
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　　（訂正後）

回次
第53期

第２四半期連結
累計期間

第54期
第２四半期連結

累計期間
第53期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　９月30日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （千円） 16,590,144 15,173,017 32,182,398

経常利益又は経常損失（△） （千円） 96,219 △328,702 697,053

親会社株主に帰属する四半期純損

失（△）又は親会社株主に帰属す

る当期純利益

（千円） △276,845 △302,972 139,832

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △1,020,240 △2,077,561 △1,809,610

純資産額 （千円） 31,248,073 28,213,023 30,366,094

総資産額 （千円） 59,494,675 56,786,431 60,427,212

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額

（円） △34.26 △37.51 17.31

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 44.4 42.4 42.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 2,249,446 536,397 4,847,834

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △536,409 △3,225,996 △2,418,715

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 3,430,198 575,499 3,433,772

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 19,928,810 17,451,299 20,410,029

 

回次
第53期

第２四半期連結
会計期間

第54期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
　７月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　７月１日
至平成28年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）

（円） △41.13 2.37

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について、第53期は、潜在株式が存在しないため、第

53期第２四半期連結累計期間及び第54期第２四半期連結累計期間は、１株当たり四半期純損失金額であり、

また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　４．当社は、平成28年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行いましたが、前連結会計年度

の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失金額（△）又は１株当たり当期純利益

金額を算定しております。
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第４【経理の状況】
　　（訂正前）

２．監査証明について

　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、第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、SCS国際有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

　　（訂正後）

２．監査証明について

　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、第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、SCS国際有限責任監査法人による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、SCS国際有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

　　（訂正前）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,338,117 16,850,935

受取手形及び売掛金 6,888,462 7,220,990

有価証券 2,124,016 859,693

商品及び製品 2,716,680 2,484,509

仕掛品 3,102,486 2,877,143

原材料及び貯蔵品 2,627,412 2,672,143

繰延税金資産 65,113 158,153

その他 1,039,997 1,937,718

貸倒引当金 △9,745 △10,902

流動資産合計 36,892,541 35,050,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,770,832 3,719,576

機械装置及び運搬具（純額） 7,704,105 7,527,875

工具、器具及び備品（純額） 858,129 797,910

土地 5,674,923 5,600,499

リース資産（純額） 777,741 739,203

建設仮勘定 491,220 437,974

有形固定資産合計 20,276,953 18,823,039

無形固定資産 219,140 145,169

投資その他の資産   

投資有価証券 1,687,602 1,351,536

長期貸付金 548 311

繰延税金資産 178,524 198,194

その他 1,251,202 1,182,471

貸倒引当金 △79,301 △79,301

投資その他の資産合計 3,038,576 2,653,211

固定資産合計 23,534,670 21,621,420

資産合計 60,427,212 56,671,806
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,645,334 2,925,460

短期借入金 1,788,163 1,729,003

1年内返済予定の長期借入金 5,093,465 6,381,175

リース債務 70,442 68,639

未払金 2,707,899 1,057,541

未払法人税等 191,952 171,978

賞与引当金 471,022 376,810

役員賞与引当金 － 7,500

繰延税金負債 2,908 753

その他 709,026 688,116

流動負債合計 13,680,214 13,406,979

固定負債   

長期借入金 12,444,357 11,780,064

リース債務 712,871 675,064

繰延税金負債 740,062 624,909

退職給付に係る負債 2,114,608 1,772,512

長期未払金 222,352 175,895

資産除去債務 24,804 25,010

その他 121,844 112,970

固定負債合計 16,380,902 15,166,428

負債合計 30,061,117 28,573,407

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 7,158,684 7,158,684

利益剰余金 △19,079 △402,834

自己株式 △1,914,211 △1,915,930

株主資本合計 24,570,277 24,184,803

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 288,491 168,780

為替換算調整勘定 1,053,955 △250,593

退職給付に係る調整累計額 △178,047 △149,420

その他の包括利益累計額合計 1,164,399 △231,234

非支配株主持分 4,631,417 4,144,829

純資産合計 30,366,094 28,098,398

負債純資産合計 60,427,212 56,671,806
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　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,338,117 16,850,935

受取手形及び売掛金 6,888,462 7,220,990

有価証券 2,124,016 859,693

商品及び製品 2,716,680 2,484,509

仕掛品 3,102,486 2,877,143

原材料及び貯蔵品 2,627,412 2,672,143

繰延税金資産 65,113 158,153

その他 1,039,997 1,937,718

貸倒引当金 △9,745 △10,902

流動資産合計 36,892,541 35,050,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,770,832 3,719,576

機械装置及び運搬具（純額） 7,704,105 7,527,875

工具、器具及び備品（純額） 858,129 797,910

土地 5,674,923 5,600,499

リース資産（純額） 777,741 739,203

建設仮勘定 491,220 437,974

有形固定資産合計 20,276,953 18,823,039

無形固定資産 219,140 145,169

投資その他の資産   

投資有価証券 1,687,602 1,351,536

長期貸付金 548 311

繰延税金資産 178,524 312,819

その他 1,251,202 1,182,471

貸倒引当金 △79,301 △79,301

投資その他の資産合計 3,038,576 2,767,836

固定資産合計 23,534,670 21,736,045

資産合計 60,427,212 56,786,431
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,645,334 2,925,460

短期借入金 1,788,163 1,729,003

1年内返済予定の長期借入金 5,093,465 6,381,175

リース債務 70,442 68,639

未払金 2,707,899 1,057,541

未払法人税等 191,952 171,978

賞与引当金 471,022 376,810

役員賞与引当金 － 7,500

繰延税金負債 2,908 753

その他 709,026 688,116

流動負債合計 13,680,214 13,406,979

固定負債   

長期借入金 12,444,357 11,780,064

リース債務 712,871 675,064

繰延税金負債 740,062 624,909

退職給付に係る負債 2,114,608 1,772,512

長期未払金 222,352 175,895

資産除去債務 24,804 25,010

その他 121,844 112,970

固定負債合計 16,380,902 15,166,428

負債合計 30,061,117 28,573,407

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 7,158,684 7,158,684

利益剰余金 △19,079 △266,638

自己株式 △1,914,211 △1,915,930

株主資本合計 24,570,277 24,320,999

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 288,491 168,780

為替換算調整勘定 1,053,955 △272,165

退職給付に係る調整累計額 △178,047 △149,420

その他の包括利益累計額合計 1,164,399 △252,805

非支配株主持分 4,631,417 4,144,829

純資産合計 30,366,094 28,213,023

負債純資産合計 60,427,212 56,786,431
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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２四半期連結累計期間】

　　（訂正前）

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純損失（△） △161,906 △254,812

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,271 △119,711

為替換算調整勘定 △579,844 △1,719,231

退職給付に係る調整額 △248,217 29,298

その他の包括利益合計 △858,334 △1,809,644

四半期包括利益 △1,020,240 △2,064,457

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △858,826 △1,698,606

非支配株主に係る四半期包括利益 △161,414 △365,850

 

　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純損失（△） △161,906 △254,812

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,271 △119,711

為替換算調整勘定 △579,844 △1,732,334

退職給付に係る調整額 △248,217 29,298

その他の包括利益合計 △858,334 △1,822,748

四半期包括利益 △1,020,240 △2,077,561

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △858,826 △1,711,710

非支配株主に係る四半期包括利益 △161,414 △365,850
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年５月17日

株式会社大真空

取 締 役 会　御 中

 

SCS国際有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 牧 　 辰 人　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 松 山 元 浩　　印

 

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大真空

の平成28年４月１日から平成29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28年７月１日から平成28

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー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、株式会社大真空及び連結子会社の平成28年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

 

その他の事項

１．会社の平成28年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間に

係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び

監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成27年11月12日付けで無限定の結論を表明

しており、また、当該連結財務諸表に対して平成28年６月29日付けで無限定適正意見を表明している。

２．四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28年11月11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おりません。

 

EDINET提出書類

株式会社大真空(E01952)

訂正四半期報告書

11/11


	表紙
	本文
	１四半期報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	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２四半期連結累計期間


	監査報告書

