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平成 26 年 5 月 22 日 
各  位 

上場会社名   スーパーバッグ株式会社 
代表者名    取締役社長 福田 吉弘 
（コード番号   3945 東証第２部） 
問合せ先    取締役経理部長 吉田 精一 
（TEL      04-2938-1244） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成26年5月14日 16時00分に発表した表記開示資料について訂正がありましたので、お知らせいた

します。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。なお、訂正箇所には下線

を付しております。 

 

１．訂正の理由 

「平成26年3月期 決算短信〔日本基準（連結）〕」の開示後に、退職給付に係る資産および退職給付に係る

負債の計上処理において誤りがあることが判明したため、関連する記載箇所について訂正を行うものでありま

す。 

 

２．訂正の内容（訂正箇所） 

サマリー情報 

1．平成26年3月期の連結業績（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 

（2）連結財政状態 

 
添付資料 

3ページ 
１． 経営成績・財政状態に関する分析 

（2） 財政状態に関する分析 ①資産、負債及び純資産の状況 
 
4ページ 

１． 経営成績・財政状態に関する分析 
（2） 財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況の分析 

 
7・8ページ 

４．連結財務諸表 
（1） 連結貸借対照表 

 
14ページ 

４．連結財務諸表 
（4） 連結キャッシュ・フロー計算書 

 
18ページ 

４．連結財務諸表 
（5） 連結財務諸表に関する注記事項 
（会計方針の変更） 

 
21ページ 

４．連結財務諸表 
（5） 連結財務諸表に関する注記事項 
（セグメント情報等） 【セグメント情報】 
 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 
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サマリー情報 

1．平成26年3月期の連結業績（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 

（2）連結財政状態 

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年3月期 18,849 3,275 16.8 206.89 

25年3月期 17,978 3,585 19.4 227.77 

 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年3月期 18,656 3,275 17.0 206.89 

25年3月期 17,978 3,585 19.4 227.77 

 

添付資料 

3ページ 

１． 経営成績・財政状態に関する分析 

（2） 財政状態に関する分析 ①資産、負債及び純資産の状況 

【訂正前】 

総資産は、前連結会計年度末に比べ871百万円増加して18,849百万円となりました。流動資産は、現金及び預金

が227百万円増加、たな卸資産が82百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が98百万円減少したことなどにより、

前連結会計年度末に比べ212百万円増加の12,345百万円となりました。固定資産は、設備投資等により有形固定資

産が679百万円増加、投資有価証券が202百万円増加、差入保証金が93百万円増加、繰延税金資産が213百万円増加

した一方、有形固定資産の減価償却費384百万円、無形固定資産の減価償却費110百万円により減少したことなど

から、前連結会計年度末に比べ658百万円増加の6,504百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,181百万円増加して15,574百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が184百万円増加、短期借入金及び長期借入金が60百万円増加、リース債務が332百万円増加、厚生年金基

金解散損失引当金が215百万円増加、改正退職給付会計基準の適用による退職給付引当金の減少728百万円及び退

職給付に係る負債の増加1,125百万円などによるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ310百万円減少して3,275百万円となりました。これは、当期純損失計

上により28百万円減少、剰余金の配当で91百万円減少、改正退職給付会計基準の適用等によりその他の包括利益

累計額が200百万円減少したことなどによるものであります。この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度

末に比べ20.88円減少し206.89円に、自己資本比率は、前連結会計年度末の19.4％から16.8％になりました。 

 

【訂正後】 

総資産は、前連結会計年度末に比べ677百万円増加して18,656百万円となりました。流動資産は、現金及び預金

が227百万円増加、たな卸資産が82百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が98百万円減少したことなどにより、

前連結会計年度末に比べ212百万円増加の12,345百万円となりました。固定資産は、設備投資等により有形固定資

産が679百万円増加、投資有価証券が202百万円増加、差入保証金が93百万円増加、繰延税金資産が213百万円増加

した一方、有形固定資産の減価償却費384百万円、無形固定資産の減価償却費110百万円により減少したことなど

から、前連結会計年度末に比べ465百万円増加の6,310百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ987百万円増加して15,380百万円となりました。これは、支払手形及び買

掛金が184百万円増加、短期借入金及び長期借入金が60百万円増加、リース債務が332百万円増加、厚生年金基金

解散損失引当金が215百万円増加、改正退職給付会計基準の適用による退職給付引当金の減少728百万円及び退職

給付に係る負債の増加932百万円などによるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ310百万円減少して3,275百万円となりました。これは、当期純損失計

上により28百万円減少、剰余金の配当で91百万円減少、改正退職給付会計基準の適用等によりその他の包括利益

累計額が200百万円減少したことなどによるものであります。この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度

末に比べ20.88円減少し206.89円に、自己資本比率は、前連結会計年度末の19.4％から17.0％になりました。 
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4ページ 

１． 経営成績・財政状態に関する分析 

（2） 財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況の分析 

【訂正前】 

 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 

自己資本比率 18.6％ 19.4％ 18.8％ 19.4％ 16.8％ 

時価ベースの自己資本比率 11.4％ 11.2％ 11.0％ 12.0％ 12.4％ 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

3.2年 21.8年 68.7年 5.9年 8.4年 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

11.5倍 1.8倍 0.6倍 7.2倍 5.9倍 

 

【訂正後】 

 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 

自己資本比率 18.6％ 19.4％ 18.8％ 19.4％ 17.0％ 

時価ベースの自己資本比率 11.4％ 11.2％ 11.0％ 12.0％ 12.6％ 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

3.2年 21.8年 68.7年 5.9年 8.4年 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

11.5倍 1.8倍 0.6倍 7.2倍 5.9倍 
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7ページ 

４．連結財務諸表 

（1） 連結貸借対照表 

【訂正前】 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

  中  略   

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,231,716 1,434,367 

   破産更生債権等 6,671 10,656 

   事業保険金 118,260 80,364 

   差入保証金 162,617 256,408 

   退職給付に係る資産 -  193,444 

   繰延税金資産 216,947 430,837 

   その他 199,415 5,681 

   貸倒引当金 △16,021 △19,826 

   投資その他の資産合計 1,919,606 2,391,934 

  固定資産合計 5,845,595 6,504,164 

 資産合計 17,978,656 18,849,755 

 

【訂正後】 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

  中  略   

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,231,716 1,434,367 

   破産更生債権等 6,671 10,656 

   事業保険金 118,260 80,364 

   差入保証金 162,617 256,408 

   繰延税金資産 216,947 430,837 

   その他 199,415 5,681 

   貸倒引当金 △16,021 △19,826 

   投資その他の資産合計 1,919,606 2,198,489 

  固定資産合計 5,845,595 6,310,720 

 資産合計 17,978,656 18,656,310 
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8ページ 

４．連結財務諸表 

（1） 連結貸借対照表 

【訂正前】 
           (単位：千円) 
 

 

         
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部   

 中  略   

 固定負債   

  長期借入金 2,562,688 2,554,677 

  リース債務 38,174 343,271 

  退職給付引当金 728,642 - 

  役員退職慰労引当金 315,438 327,813 

  環境対策引当金 4,308 4,308 

  退職給付に係る負債 - 1,125,578 

  固定負債合計 3,649,251 4,355,648 

 負債合計 14,392,924 15,574,095 

中  略   

負債純資産合計 17,978,656 18,849,755 

 

【訂正後】 
           (単位：千円) 
 

 

         
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

負債の部   

 中  略   

 固定負債   

  長期借入金 2,562,688 2,554,677 

  リース債務 38,174 343,271 

  退職給付引当金 728,642 - 

  役員退職慰労引当金 315,438 327,813 

  環境対策引当金 4,308 4,308 

  退職給付に係る負債 - 932,134 

  固定負債合計 3,649,251 4,162,203 

 負債合計 14,392,924 15,380,651 

中  略   

負債純資産合計 17,978,656 18,656,310 
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14ページ 

４．連結財務諸表 

（4） 連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失（△） 

186,424 △2,881 

 減価償却費 458,868 495,391 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,072 3,751 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △13,707 △2,749 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,197 △716,267 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 751,654 

 中   略   

 その他 21,101 212,772 

 小計 824,906 598,574 

 中   略   

現金及び現金同等物の期末残高 1,326,361 1,567,580 
 

【訂正後】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失（△） 

186,424 △2,881 

 減価償却費 458,868 495,391 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,072 3,751 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △13,707 △2,749 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,197 △716,267 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 558,209 

 中   略   

 その他 21,101 406,217 

 小計 824,906 598,574 

 中   略   

現金及び現金同等物の期末残高 1,326,361 1,567,580 
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４．連結財務諸表 

（5） 連結財務諸表に関する注記事項 

（会計方針の変更） 

【訂正前】 

(退職給付に関する会計基準等の適用)  

中  略 

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が 1,125,578千円計上されております。また、その他の包括利

益累計額が 241,375 千円減少しております。 

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

 

【訂正後】 

(退職給付に関する会計基準等の適用)  

中  略 

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が 932,134 千円計上されております。また、その他の包括利

益累計額が 241,375 千円減少しております。 

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 
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４．連結財務諸表 

（5） 連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

 【セグメント情報】 

 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 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

（単位：千円） 

 報告セグメント 調整額 
（注）１ 

連結財務諸表 
計上額 
（注）２  紙製品事業 化成品事業 その他事業 計 

売上高       

外部顧客への売上高 13,897,115 14,040,128 7,961,639 35,898,882 ― 35,898,882 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 13,897,115 14,040,128 7,961,639 35,898,882 ― 35,898,882 

セグメント利益又は損失(△) 551,701 △37,016 58,153 572,838 △850,279 △277,441 

セグメント資産 6,639,177 5,295,133 2,165,931 14,100,243 4,749,511 18,849,755 

その他の項目       

減価償却費 249,484 125,050 4,036 378,571 116,820 495,391 

持分法適用会社への 
投資額 

112,366 ― ― 112,366 ― 112,366 

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

526,425 28,720 4,265 559,410 3,000 562,410 

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

（単位：千円） 

 報告セグメント 調整額 
（注）１ 

連結財務諸表 
計上額 
（注）２  紙製品事業 化成品事業 その他事業 計 

売上高       

外部顧客への売上高 13,897,115 14,040,128 7,961,639 35,898,882 ― 35,898,882 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 13,897,115 14,040,128 7,961,639 35,898,882 ― 35,898,882 

セグメント利益又は損失(△) 551,701 △37,016 58,153 572,838 △850,279 △277,441 

セグメント資産 6,639,177 5,295,133 2,165,931 14,100,243 4,556,067 18,656,310 

その他の項目       

減価償却費 249,484 125,050 4,036 378,571 116,820 495,391 

持分法適用会社への 
投資額 

112,366 ― ― 112,366 ― 112,366 

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

526,425 28,720 4,265 559,410 3,000 562,410 

 

 


