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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年10月15日に提出いたしました第55期第２四半期（自　平成27年６月１日　至　平成27年８月31日）に係る四

半期報告書に訂正すべき事項が生じましたので、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、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、四半

期レビュー報告書を添付しております。

　また、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所についてはＸＢＲＬの修正も行いましたので、併せて修正後の

ＸＢＲＬ形式データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

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

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線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54期

第２四半期連結
累計期間

第55期
第２四半期連結

累計期間
第54期

会計期間
自 平成26年３月１日
至 平成26年８月31日

自 平成27年３月１日
至 平成27年８月31日

自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日

売上高 （百万円） 228,314 251,755 470,310

経常利益 （百万円） 7,649 7,655 14,290

四半期（当期）純利益 （百万円） 4,200 4,336 9,475

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 4,254 4,487 9,779

純資産額 （百万円） 112,844 121,030 119,417

総資産額 （百万円） 187,311 205,693 201,356

１株当たり四半期（当期）純利
益金額

（円） 76.40 78.02 171.03

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 （％） 60.2 58.3 58.7

（省略）

 

　　（訂正後）

回次
第54期

第２四半期連結
累計期間

第55期
第２四半期連結

累計期間
第54期

会計期間
自 平成26年３月１日
至 平成26年８月31日

自 平成27年３月１日
至 平成27年８月31日

自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日

売上高 （百万円） 228,314 251,755 470,310

経常利益 （百万円） 7,649 7,655 14,290

四半期（当期）純利益 （百万円） 4,200 4,336 8,060

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 4,254 4,487 8,365

純資産額 （百万円） 112,844 121,030 119,417

総資産額 （百万円） 187,311 205,693 201,356

１株当たり四半期（当期）純利
益金額

（円） 76.40 78.02 145.50

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 （％） 60.2 57.6 58.0

（省略）
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第４【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,140 37,739

売掛金 2,133 4,404

たな卸資産 ※ 14,126 ※ 13,195

未収入金 4,774 3,087

繰延税金資産 1,335 1,407

その他 2,048 1,965

貸倒引当金 △58 △10

流動資産合計 58,502 61,790

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,895 41,675

土地 65,889 66,010

リース資産（純額） 6,238 7,294

その他（純額） 3,747 3,448

有形固定資産合計 117,771 118,429

無形固定資産   

のれん 569 500

ソフトウエア 755 629

その他 429 628

無形固定資産合計 1,755 1,758

投資その他の資産   

投資有価証券 3,864 3,830

敷金及び保証金 13,706 13,855

繰延税金資産 3,734 3,568

その他 2,039 2,527

貸倒引当金 △18 △66

投資その他の資産合計 23,327 23,715

固定資産合計 142,854 143,903

資産合計 201,356 205,693

 

EDINET提出書類

株式会社アークス(E03199)

訂正四半期報告書

4/8



 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,587 32,280

短期借入金 5,362 2,927

リース債務 850 1,104

未払金 4,618 5,029

未払費用 3,128 3,233

未払法人税等 3,593 3,492

未払消費税等 2,560 1,113

賞与引当金 2,155 2,556

ポイント引当金 1,864 2,474

その他 1,971 1,731

流動負債合計 53,693 55,943

固定負債   

長期借入金 8,078 7,735

リース債務 5,679 6,518

退職給付に係る負債 4,302 4,380

長期預り保証金 5,844 5,732

資産除去債務 2,913 2,973

その他 1,426 1,378

固定負債合計 28,245 28,720

負債合計 81,938 84,663

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,000 20,000

資本剰余金 23,603 23,603

利益剰余金 77,000 78,553

自己株式 △2,253 △2,255

株主資本合計 118,350 119,900

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 521 542

退職給付に係る調整累計額 △580 △522

その他の包括利益累計額合計 △59 20

少数株主持分 1,126 1,109

純資産合計 119,417 121,030

負債純資産合計 201,356 205,693
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,140 37,739

売掛金 2,133 4,404

たな卸資産 ※ 14,126 ※ 13,195

未収入金 4,774 3,087

繰延税金資産 1,335 1,407

その他 2,048 1,965

貸倒引当金 △58 △10

流動資産合計 58,502 61,790

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,895 41,675

土地 65,889 66,010

リース資産（純額） 6,238 7,294

その他（純額） 3,747 3,448

有形固定資産合計 117,771 118,429

無形固定資産   

のれん 569 500

ソフトウエア 755 629

その他 429 628

無形固定資産合計 1,755 1,758

投資その他の資産   

投資有価証券 3,864 3,830

敷金及び保証金 13,706 13,855

繰延税金資産 3,734 3,568

その他 2,039 2,527

貸倒引当金 △18 △66

投資その他の資産合計 23,327 23,715

固定資産合計 142,854 143,903

資産合計 201,356 205,693
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,587 32,280

短期借入金 5,362 2,927

リース債務 850 1,104

未払金 4,618 5,029

未払費用 3,128 3,233

未払法人税等 3,593 3,492

未払消費税等 2,560 1,113

賞与引当金 2,155 2,556

ポイント引当金 1,864 2,474

その他 1,971 1,731

流動負債合計 53,693 55,943

固定負債   

長期借入金 8,078 7,735

リース債務 5,679 6,518

退職給付に係る負債 4,302 4,380

長期預り保証金 5,844 5,732

資産除去債務 2,913 2,973

その他 1,426 1,378

固定負債合計 28,245 28,720

負債合計 81,938 84,663

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,000 20,000

資本剰余金 23,603 23,603

利益剰余金 75,586 77,139

自己株式 △2,253 △2,255

株主資本合計 116,936 118,486

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 521 542

退職給付に係る調整累計額 △580 △522

その他の包括利益累計額合計 △59 20

少数株主持分 2,541 2,523

純資産合計 119,417 121,030

負債純資産合計 201,356 205,693
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年４月８日

株式会社アークス

取締役会 御中

 

                             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 石 若  保 志   印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 新 居  伸 浩   印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 谷 口  公 一   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アーク

スの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年６月１日から平成
27年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27年８月31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、株式会社アークス及び連結子会社の平成27年８月31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
　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27年10月15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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