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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　2020年３月期第１四半期の決算作業の過程におきまして、第148期（平成19年３月期）の持分法適用関連会社である

昌栄印刷株式会社（以下、昌栄印刷）の持分変動に係る必要な連結上の会計処理を行っていないことが判明いたしまし

た。

　平成19年３月に昌栄印刷の株式を保有する連結子会社を当社が100％子会社化したことにより、当社における昌栄印

刷の間接所有割合が増加し、連結上の昌栄印刷の持分が変動いたしましたが、当該持分変動に係る連結上の会計処理が

行われておりませんでした。

　当該持分変動に係る連結上の会計処理を第148期（平成19年３月期）に遡って行った結果、平成29年８月14日に提出

した第159期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）に係る四半期報告書の記載事項の一部に訂

正すべき事項が生じましたので、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、EY新日本有限責任監査法人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。

 

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２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

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

 

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【主要な経営指標等の推移】

　　（訂正前）

回次
第158期

第１四半期
連結累計期間

第159期
第１四半期
連結累計期間

第158期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 （百万円） 7,397 9,203 32,379

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △175 349 465

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） △285 191 252

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △555 320 1,033

純資産額 （百万円） 11,678 13,318 13,260

総資産額 （百万円） 38,910 37,669 38,275

１株当たり四半期（当期）

純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）

（円） △5.60 3.76 4.96

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 （％） 26.1 31.2 30.6

（後略）
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　　（訂正後）

回次
第158期

第１四半期
連結累計期間

第159期
第１四半期
連結累計期間

第158期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 （百万円） 7,397 9,203 32,379

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △175 349 465

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） △285 191 252

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △555 320 1,033

純資産額 （百万円） 11,897 13,537 13,479

総資産額 （百万円） 39,129 37,887 38,494

１株当たり四半期（当期）

純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）

（円） △5.60 3.76 4.96

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 （％） 26.5 31.6 31.0

（後略）
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第２【事業の状況】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（７）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　（訂正前）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、37,669百万円で、前連結会計年度末に比べ606百万円の

減少となりました。流動資産は19,526百万円で、前連結会計年度末に比べ478百万円の減少となり、その主な

要因は製品が増加したものの、現金及び預金、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品が減少したことなどに

よるものです。固定資産は18,143百万円で、前連結会計年度末に比べ127百万円の減少となり、その主な要因

は償却による有形固定資産の減少があったことなどによるものです。

負債合計は、24,350百万円で、前連結会計年度末に比べ664百万円の減少となりました。流動負債は16,157

百万円で、前連結会計年度末に比べ734百万円の増加となり、その主な要因は短期借入金が増加したことなど

によるものです。固定負債は8,192百万円で、前連結会計年度末に比べ1,399百万円の減少となり、その主な要

因は返済による長期借入金の減少があったことなどによるものです。なお、当第１四半期連結会計期間末にお

ける有利子負債残高は、12,309百万円と、前連結会計年度末に比べ264百万円の減少となりました。

また、純資産は、13,318百万円で、前連結会計年度末に比べ58百万円の増加となりました。

 

　　（訂正後）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、37,887百万円で、前連結会計年度末に比べ606百万円の

減少となりました。流動資産は19,526百万円で、前連結会計年度末に比べ478百万円の減少となり、その主な

要因は製品が増加したものの、現金及び預金、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品が減少したことなどに

よるものです。固定資産は18,361百万円で、前連結会計年度末に比べ127百万円の減少となり、その主な要因

は償却による有形固定資産の減少があったことなどによるものです。

負債合計は、24,350百万円で、前連結会計年度末に比べ664百万円の減少となりました。流動負債は16,157

百万円で、前連結会計年度末に比べ734百万円の増加となり、その主な要因は短期借入金が増加したことなど

によるものです。固定負債は8,192百万円で、前連結会計年度末に比べ1,399百万円の減少となり、その主な要

因は返済による長期借入金の減少があったことなどによるものです。なお、当第１四半期連結会計期間末にお

ける有利子負債残高は、12,309百万円と、前連結会計年度末に比べ264百万円の減少となりました。

また、純資産は、13,537百万円で、前連結会計年度末に比べ58百万円の増加となりました。
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第４【経理の状況】

２．監査証明について
　　（訂正前）

　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１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本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）

　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１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本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、EY新日本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。
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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：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,720 2,547

受取手形及び売掛金 7,145 6,999

製品 6,449 6,545

仕掛品 58 64

原材料及び貯蔵品 2,106 1,942

その他 1,530 1,433

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 20,004 19,526

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,377 5,257

機械装置及び運搬具（純額） 4,080 3,962

その他（純額） 4,516 4,556

有形固定資産合計 13,974 13,776

無形固定資産 265 251

投資その他の資産   

その他 4,051 4,136

貸倒引当金 △20 △21

投資その他の資産合計 4,031 4,114

固定資産合計 18,270 18,143

資産合計 38,275 37,669

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,839 6,067

短期借入金 ※１,※２ 4,377 ※１,※２ 4,936

1年内返済予定の長期借入金 2,269 2,782

未払法人税等 166 84

賞与引当金 381 117

その他 2,389 2,169

流動負債合計 15,422 16,157

固定負債   

長期借入金 5,928 4,590

退職給付に係る負債 2,309 2,254

役員退職慰労引当金 180 189

その他 1,174 1,157

固定負債合計 9,592 8,192

負債合計 25,015 24,350
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,894 2,894

資本剰余金 3,582 3,582

利益剰余金 4,877 4,811

自己株式 △330 △330

株主資本合計 11,023 10,957

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 364 474

繰延ヘッジ損益 △1 △1

為替換算調整勘定 △44 △97

退職給付に係る調整累計額 384 430

その他の包括利益累計額合計 703 805

非支配株主持分 1,533 1,554

純資産合計 13,260 13,318

負債純資産合計 38,275 37,669
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,720 2,547

受取手形及び売掛金 7,145 6,999

製品 6,449 6,545

仕掛品 58 64

原材料及び貯蔵品 2,106 1,942

その他 1,530 1,433

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 20,004 19,526

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,377 5,257

機械装置及び運搬具（純額） 4,080 3,962

その他（純額） 4,516 4,556

有形固定資産合計 13,974 13,776

無形固定資産 265 251

投資その他の資産   

その他 4,270 4,355

貸倒引当金 △20 △21

投資その他の資産合計 4,249 4,333

固定資産合計 18,489 18,361

資産合計 38,494 37,887

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,839 6,067

短期借入金 ※１,※２ 4,377 ※１,※２ 4,936

1年内返済予定の長期借入金 2,269 2,782

未払法人税等 166 84

賞与引当金 381 117

その他 2,389 2,169

流動負債合計 15,422 16,157

固定負債   

長期借入金 5,928 4,590

退職給付に係る負債 2,309 2,254

役員退職慰労引当金 180 189

その他 1,174 1,157

固定負債合計 9,592 8,192

負債合計 25,015 24,350
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,894 2,894

資本剰余金 3,582 3,582

利益剰余金 5,082 5,016

自己株式 △337 △337

株主資本合計 11,222 11,156

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 384 494

繰延ヘッジ損益 △1 △1

為替換算調整勘定 △44 △97

退職給付に係る調整累計額 384 430

その他の包括利益累計額合計 723 826

非支配株主持分 1,533 1,554

純資産合計 13,479 13,537

負債純資産合計 38,494 37,887
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 
   2019年８月８日
     

株式会社巴川製紙所     

取締役会　御中     

   
     
 EY新日本有限責任監査法人
     

     

     

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 相 澤 範 忠 印

     

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 角 田 大 輔 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巴
川製紙所の平成29年４月１日から平成30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29年４月１
日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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、四半期連結損益及び包括利益計算書、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、株式会社巴川製紙所及び連結子会社の平成29年６月30日現在
の財政状態並びに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
　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29年８月14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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