
                                       

平成 25 年 2 月 13 日 

各      位 

        会 社 名 株式会社マツヤ 

        代表者名 代表取締役社長  小山 栄造 

  （J A S D A Q・コード７４５２） 

          問合せ先 取締役財務本部長 本多 佐年 

           ＴＥＬ  （026）241-1314 

 

 

  （訂正・数値データ訂正）「平成 23 年２月期 決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成23年４月13日に公表しました「平成23年２月期 決算短信」の一部に訂正すべき箇所が

ありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞ

れ添付し、訂正箇所には＿（アンダーライン）を付して表示しております。 

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いたします。 

訂正理由につきましては、本日開示の「過年度有価証券報告書等及び決算短信の訂正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

 

記 

 

 

 訂正を行う決算短信 

  決算期    平成 23 年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

  発表日    平成 23 年４月 13 日 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 



(サマリー情報 １ページ目) 

【訂正前】 

 

平成23年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 
平成23年4月13日

 
上 場 会 社 名 株式会社 マツヤ 上場取引所 大 
 
コ ー ド 番 号 ７４５２ URL http://www.s-matsuya.com 
 

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)  小山 光作  
問合せ先責任者 (役職名)取締役財務本部長 (氏名) 本多 佐年 TEL 026-241-1314
 
定時株主総会開催予定日 平成23年5月25日 配当支払開始予定日 平成23年5月26日 
有価証券報告書提出予定日 平成23年5月25日   
決算補足説明資料作成の有無 ：無   
決算説明会開催の有無 ：無   

 

(百万円未満切捨て)

１．平成23年2月期の連結業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 38,319 1.8 624 23.6 496 30.5 270 589.6

22年2月期 37,647 5.4 505 10.5 380 11.3 39 371.0
 

(注) 包括利益 23年2月期 ―百万円(―％) 22年2月期 ―百万円(―％)
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年2月期 37. 36 ― 8.4 3.1 1.6

22年2月期 5. 27 ― 1.2 2.5 1.3
 

(参考) 持分法投資損益 23年2月期 －百万円 22年2月期 －百万円
 
（２）連結財政状態 
 

 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

23年2月期 15,802 3,254 20.6 452. 90

22年2月期 15,953 3,157 19.8 424. 82
 

(参考) 自己資本 23年2月期 3,254百万円 22年2月期 3,157百万円
 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 
 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

23年2月期 681 △304 △703 495

22年2月期 318 △499 138 822

 
２．配当の状況 

 年間配当金 配当金総額 
(合計) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結)  第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年2月期 ―  0 00 ― 10 00 10 00 74 189.8 2.3

23年2月期 ―  0 00 ― 12 00 12 00 86 32.1 2.7

24年2月期(予想) ―  0 00 ― 12 00 12 00  31.4 

 
３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
 (％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 20,000 2.4 250 △20.8 180 △27.8 20 △86.1 2. 78

通 期 40,000 4.4 676 8.2 530 6.7 275 1.7 38. 27



【訂正後】 

 

平成23年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 
平成23年4月13日

 
上 場 会 社 名 株式会社 マツヤ 上場取引所 大 
 
コ ー ド 番 号 ７４５２ URL http://www.s-matsuya.com 
 

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)  小山 光作  
問合せ先責任者 (役職名)取締役財務本部長 (氏名) 本多 佐年 TEL 026-241-1314
 
定時株主総会開催予定日 平成23年5月25日 配当支払開始予定日 平成23年5月26日 
有価証券報告書提出予定日 平成23年5月25日   
決算補足説明資料作成の有無 ：無   
決算説明会開催の有無 ：無   

 

(百万円未満切捨て)

１．平成23年2月期の連結業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 38,319 1.8 440 △12.9 312 △18.0 73 87.9

22年2月期 37,647 5.4 505 10.5 380 11.3 39 371.0
 

(注) 包括利益 23年2月期 ―百万円(―％) 22年2月期 ―百万円(―％)
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年2月期 10. 18 ― 2.4 2.0 1.1

22年2月期 5. 27 ― 1.2 2.5 1.3
 

(参考) 持分法投資損益 23年2月期 －百万円 22年2月期 －百万円
 
（２）連結財政状態 
 

 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

23年2月期 15,610 3,057 19.6 425. 52

22年2月期 15,953 3,157 19.8 424. 82
 

(参考) 自己資本 23年2月期 3,057百万円 22年2月期 3,157百万円
 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 
 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

23年2月期 681 △304 △703 495

22年2月期 318 △499 138 822

 
２．配当の状況 

 年間配当金 配当金総額 
(合計) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結)  第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年2月期 ―  0 00 ― 10 00 10 00 74 189.8 2.3

23年2月期 ―  0 00 ― 12 00 12 00 86 117.9 2.8

24年2月期(予想) ―  0 00 ― 12 00 12 00  31.4 

 
３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
 (％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 20,000 2.4 250 △20.8 180 △27.8 20 △86.1 2. 78

通 期 40,000 4.4 676 8.2 530 6.7 275 1.7 38. 27

 



(サマリー情報 ２ページ目) 

【訂正前】 

 

４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無 

  新規 － 社 ( 社名 )           、除外 － 社 ( 社名 ) 

  （注）詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 無 

 （注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年2月期 8,415,000株 22年2月期 8,415,000株

② 期末自己株式数 23年2月期 1,229,163株 22年2月期 981,763株

③ 期中平均株式数 23年2月期 7,239,244株 22年2月期 7,436,342株

 （注）1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、39ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

   
(参考) 個別業績の概要 
１．平成23年2月期の個別業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 38,319 1.8 665 13.7 511 16.0 259 31.1

22年2月期 37,647 5.4 585 8.0 441 5.2 197 96.7

 

 １株当たり当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
 円 銭 円 銭

23年2月期 35. 80 -

22年2月期 26. 58 -

 
（２）個別財政状態 

 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

23年2月期 15,809 3,390 21.4 471. 88

22年2月期 15,950 3,305 20.7 444. 70
 

(参考) 自己資本 23年2月期 3,390百万円 22年2月期 3,305百万円

 
２．平成24年2月期の個別業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 20,000 2.4 270 △19.6 188 △27.4 12 △90.8 1. 78

通 期 40,000 4.4 716 7.6 550 7.4 260 0.3 36. 18
 
※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融

商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。 

 実際の業績は、様々な要因により予想値とは大きく異なる可能性があります。 

 

 

 

 



【訂正後】 

 
４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無 

  新規 － 社 ( 社名 )           、除外 － 社 ( 社名 ) 

  （注）詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 無 

 （注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年2月期 8,415,000株 22年2月期 8,415,000株

② 期末自己株式数 23年2月期 1,229,163株 22年2月期 981,763株

③ 期中平均株式数 23年2月期 7,239,244株 22年2月期 7,436,342株

 （注）1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、39ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

   
(参考) 個別業績の概要 
１．平成23年2月期の個別業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 38,319 1.8 480 △17.8 327 △25.8 62 △68.4

22年2月期 37,647 5.4 585 8.0 441 5.2 197 96.7

 

 １株当たり当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
 円 銭 円 銭

23年2月期 8. 61 -

22年2月期 26. 58 -

 
（２）個別財政状態 

 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

23年2月期 15,616 3,194 20.5 444. 50

22年2月期 15,950 3,305 20.7 444. 70
 

(参考) 自己資本 23年2月期 3,194百万円 22年2月期 3,305百万円

 
２．平成24年2月期の個別業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 20,000 2.4 270 △19.6 188 △27.4 12 △90.8 1. 78

通 期 40,000 4.4 716 7.6 550 7.4 260 0.3 36. 18
 
※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融

商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。 

 実際の業績は、様々な要因により予想値とは大きく異なる可能性があります。 

 

 

 

 



（３ページ） 

 1. 経営成績 

 (1) 経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

 
【訂正前】 

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境や所得水準の低迷などから、個人消費は低調な

まま推移しました。また、流通業界におきましては、競合各社の競争がさらに激化するなど、厳し

い経営環境が続きました。 

このような状況の中で、当社グループは中期経営計画「新しい発想で、新しい商品・新しい仕組

みを創り出す」の２年目として、引き続き年間 52 週のＭＤ（マーチャンダイジング）カレンダーに

基づいた「旬の商品」の提案とお客様の暮らしを考えた食に関する提案を積極的に進めました。９

月からは新聞折込チラシに「こだわり商品」を紹介する回数を増やし、味や品質でおすすめする商

品の販売を強化しました。また、店内のお客様のアンケート用紙を一新して、当社が見落としてい

るニーズの掘り起こしに努めました。そこで得られたご意見をもとに、商品の品揃えの変更や接客

向上を目的とした「笑顔のあいさつ運動」に取り組みました。 

売上高につきましては、残暑の影響により夏物商品等の一部商品の動きは良かったものの、全般

的に個人消費の伸びが弱く、既存店の売上に影響が見られましたが、平成 21 年 12 月に新規出店し

た「飯山店」が寄与したことから、増収となりました。粗利益面におきましては、価格競争や青果

物の高騰など収益環境は厳しいものとなりましたが、ロス率の改善及び仕入チャネルの開発等によ

り、粗利額の向上に努めました。一方、経費面では、販売費及び一般管理費の削減を推し進めまし

た。 

以上の営業活動の結果、当連結会計年度の売上高は 383 億１千９百万円（前期比 1.8％増）とな

り、経常利益は４億９千６百万円（前期比 30.5％増）、当期純利益は２億７千万円（前期比

589.6％増）となりました。 

 
 

 【訂正後】 

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境や所得水準の低迷などから、個人消費は低調な

まま推移しました。また、流通業界におきましては、競合各社の競争がさらに激化するなど、厳し

い経営環境が続きました。 

このような状況の中で、当社グループは中期経営計画「新しい発想で、新しい商品・新しい仕組

みを創り出す」の２年目として、引き続き年間 52 週のＭＤ（マーチャンダイジング）カレンダーに

基づいた「旬の商品」の提案とお客様の暮らしを考えた食に関する提案を積極的に進めました。９

月からは新聞折込チラシに「こだわり商品」を紹介する回数を増やし、味や品質でおすすめする商

品の販売を強化しました。また、店内のお客様のアンケート用紙を一新して、当社が見落としてい

るニーズの掘り起こしに努めました。そこで得られたご意見をもとに、商品の品揃えの変更や接客

向上を目的とした「笑顔のあいさつ運動」に取り組みました。 

売上高につきましては、残暑の影響により夏物商品等の一部商品の動きは良かったものの、全般

的に個人消費の伸びが弱く、既存店の売上に影響が見られましたが、平成 21 年 12 月に新規出店し

た「飯山店」が寄与したことから、増収となりました。粗利益面におきましては、価格競争や青果

物の高騰など収益環境は厳しいものとなりましたが、ロス率の改善及び仕入チャネルの開発等によ

り、粗利額の向上に努めました。一方、経費面では、販売費及び一般管理費の削減を推し進めまし

た。 

以上の営業活動の結果、当連結会計年度の売上高は 383 億１千９百万円（前期比 1.8％増）とな

り、経常利益は３億１千２百万円（前期比 18.0％減）、当期純利益は７千３百万円（前期比 87.9％

増）となりました。 



 
 

（４ページ） 
(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】 

 （資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、１億５千９百万円増加しておりますが、これは、主と

してたな卸資産が５億５千８百万円増加し、現金預金が３億１千７百万円減少したことによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、３億１千万円減少しておりますが、これは、主として

建物及び構築物が３億８千３百万円減少したことによります。 
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億５千１百万円減少し、158 億２百万円と

なりました。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、１億１千５百万円増加しておりますが、これは、主と

して未払法人税等が７千３百万円増加したことによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、３億６千３百万円減少しておりますが、これは、主と

して長期借入金が３億６千８百万円減少したことによります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億４千７百万円減少し、125 億４千７百万

円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、９千６百万円増加し、32 億５千４百万円となりまし

た。 

 

 

 【訂正後】 

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、２千５百万円減少しておりますが、これは、主として

たな卸資産が３億９千９百万円増加し、現金預金が３億１千７百万円減少したことによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、３億１千７百万円減少しておりますが、これは、主と

して建物及び構築物が４億４千８百万円減少したことによります。 
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億４千３百万円減少し、156 億１千万円と

なりました。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、１億１千７百万円増加しておりますが、これは、主と

して未払法人税等が７千３百万円増加したことによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、３億６千１百万円減少しておりますが、これは、主と

して長期借入金が３億６千８百万円減少したことによります。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて２億４千３百万円減少し、125 億５千２百万

円となりました。 
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、１億円減少し、30 億５千７百万円となりました。 
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  ② キャッシュ・フローの状況 

 
 
【訂正前】 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動に

より得られた資金が６億８千１百万円、財務活動により使用した資金が７億３百万円になったこと

等により、前連結会計年度末に比べ３億２千６百万円減少し、当連結会計年度末には４億９千５百

万円となっております。 

(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４億８千１百万円、減価償却費６億９千８百万円、たな卸資産の増加額

５億５千８百万円等により営業活動により得られた資金は６億８千１百万円となり、前連結会計年

度末と比べ３億６千２百万円の増加（前期比 213.8％）となっております。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

有形固定資産の取得による支出３億３百万円等により投資活動により使用した資金は３億４百万

円となり、前連結会計年度末と比べ１億９千４百万円の減少（前期比 61.0％）となっております。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

設備資金等の調達のため７億１千万円を新規に借入し、弁済期日の到来により 13 億９千４百万円

借入を返済したことなどにより、財務活動により使用した資金は７億３百万円となり、前連結会計

年度末と比べ８億４千１百万円の増加となっております。 

 

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

 
平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期 平成23年2月期

自己資本比率 21.9％ 21.5％ 19.8％ 20.6％

時価ベースの自己資本比

率 
33.2％ 30.0％ 28.0％ 28.3％

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率 
8.5年 6.1年 27.1年 12.2年

インタレスト・ガバレッ

ジ・レシオ 
4.9倍 7.6倍 1.9倍 4.1倍

（注） 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ※株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

  ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は 

   貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象と 

   しております。 

 



 

 【訂正後】 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動に

より得られた資金が６億８千１百万円、財務活動により使用した資金が７億３百万円になったこと

等により、前連結会計年度末に比べ３億２千６百万円減少し、当連結会計年度末には４億９千５百

万円となっております。 

(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１億９千８百万円、減価償却費６億９千８百万円、たな卸資産の増加額

３億９千９百万円等により営業活動により得られた資金は６億８千１百万円となり、前連結会計年

度末と比べ３億６千２百万円の増加（前期比 213.8％）となっております。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

有形固定資産の取得による支出３億３百万円等により投資活動により使用した資金は３億４百万

円となり、前連結会計年度末と比べ１億９千４百万円の減少（前期比 61.0％）となっております。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

設備資金等の調達のため７億１千万円を新規に借入し、弁済期日の到来により 13 億９千４百万円

借入を返済したことなどにより、財務活動により使用した資金は７億３百万円となり、前連結会計

年度末と比べ８億４千１百万円の増加となっております。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

 
平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期 平成23年2月期

自己資本比率 21.9％ 21.5％ 19.8％ 19.6％

時価ベースの自己資本比

率 
33.2％ 30.0％ 28.0％ 28.7％

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率 
8.5年 6.1年 27.1年 12.2年

インタレスト・ガバレッ

ジ・レシオ 
4.9倍 7.6倍 1.9倍 4.1倍

（注） 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ※株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

  ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は 

   貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象と 

   しております。 
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３．経営方針 
（2）目標とする経営指標 
 
【訂正前】 

 当社及び当社グループは、株主資本の効率的な活用及び株主持分の成長性の観点から、ROE

（株主資本当期純利益率）、EPS（一株当たり当期純利益）を目標数値とし、常に収益の改善に

つとめ、コストの削減意識をもって、経営に取り組んでまいります。 

 平成22年2月期実績 平成23年2月期実績 平成24年2月期目標 

ＲＯＥ 1.2％ 8.4％ 8.0％

ＥＰＳ 5円27銭 37円36銭 38円27銭

 

 

 

【訂正後】 

 当社及び当社グループは、株主資本の効率的な活用及び株主持分の成長性の観点から、ROE

（株主資本当期純利益率）、EPS（一株当たり当期純利益）を目標数値とし、常に収益の改善に

つとめ、コストの削減意識をもって、経営に取り組んでまいります。 

 平成22年2月期実績 平成23年2月期実績 平成24年2月期目標 

ＲＯＥ 1.2％ 2.4％ 8.0％

ＥＰＳ 5円27銭 10円18銭 50円00銭
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 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22年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成23年２月28日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 ※2 863,401 ※2 545,963
  売掛金 203,110 224,921
  リース投資資産 ※2 554,248 ※2 533,821
  たな卸資産 ※1 1,359,536 ※1 1,917,881
  繰延税金資産 136,548 70,173
  その他 703,461 678,992
  貸倒引当金 △11,700 △4,000

  流動資産合計 3,808,606 3,967,754

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 ※2 15,303,571 ※2 15,472,773
    減価償却累計額 ※3 △8,416,564 ※3 △8,968,966

    建物及び構築物（純額） 6,887,006 6,503,806

   機械装置及び運搬具 317,839 327,818
    減価償却累計額 ※3 △265,736 ※3 △279,877

    機械装置及び運搬具（純額） 52,102 47,940

   土地 ※2 1,969,259 ※2 2,040,272
   リース資産 516,414 648,506
    減価償却累計額 △44,880 △126,618

    リース資産（純額） 471,533 521,887

   建設仮勘定 22,160 64,160
   その他 460,138 463,894
    減価償却累計額 ※3 △390,203 ※3 △408,659

    その他（純額） 69,935 55,234

   有形固定資産合計 9,471,998 9,233,302

  無形固定資産   
   のれん 33,333 28,333
   リース資産 50,396 48,806
   借地権 ※2 1,047,978 ※2 1,047,978
   ソフトウエア 20,836 13,891
   その他 24,401 23,605

   無形固定資産合計 1,176,946 1,162,614

  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※2 575,492 ※2 629,092
   長期貸付金 9,706 7,238
   繰延税金資産 262,673 184,510
   差入保証金 503,888 485,202
   その他 148,904 137,377
   貸倒引当金 △4,700 △4,700

   投資その他の資産合計 1,495,967 1,438,722

  固定資産合計 12,144,913 11,834,639

 資産合計 15,953,519 15,802,393

       



 
 

(単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成22年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成23年２月28日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 1,943,234 1,964,678
  短期借入金 ※2 4,402,603 ※2 4,368,693
  リース債務 70,375 96,726
  未払法人税等 42,208 115,208
  賞与引当金 135,000 145,000
  その他 799,410 818,471
  流動負債合計 7,392,832 7,508,778

 固定負債   
  長期借入金 ※2 3,652,613 ※2 3,284,542
  リース債務 523,273 552,068
  繰延税金負債 361,612 334,704
  退職給付引当金 382,003 406,909
  長期未払金 62,587 57,660
  長期預り金 420,782 403,266
  固定負債合計 5,402,873 5,039,151

 負債合計 12,795,705 12,547,929

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 1,097,000 1,097,000
  資本剰余金 819,000 819,000
  利益剰余金 1,906,914 2,103,071
  自己株式 △662,390 △805,916
  株主資本合計 3,160,524 3,213,154

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △2,710 41,309
  評価・換算差額等合計 △2,710 41,309

 純資産合計 3,157,813 3,254,464

負債純資産合計 15,953,519 15,802,393

     



 
 【訂正後】 

(単位：千円)

     
前連結会計年度 

(平成22年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成23年２月28日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 ※2 863,401 ※2 545,963
  売掛金 203,110 224,921
  リース投資資産 ※2 554,248 ※2 533,821
  たな卸資産 ※1 1,359,536 ※1 1,759,158
  繰延税金資産 136,548 70,173
  その他 703,461 653,060
  貸倒引当金 △11,700 △4,000
  流動資産合計 3,808,606 3,783,099

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 ※2 15,303,571 ※2 15,472,773
    減価償却累計額 ※3 △8,416,564 ※3 △9,034,506
    建物及び構築物（純額） 6,887,006 6,438,266

   機械装置及び運搬具 317,839 327,818
    減価償却累計額 ※3 △265,736 ※3 △280,597
    機械装置及び運搬具（純額） 52,102 47,220

   土地 ※2 1,969,259 ※2 2,021,607
   リース資産 516,414 648,506
    減価償却累計額 △44,880 △130,960
    リース資産（純額） 471,533 517,545

   建設仮勘定 22,160 64,160
   その他 460,138 463,894
    減価償却累計額 ※3 △390,203 ※3 △409,028
    その他（純額） 69,935 54,865

   有形固定資産合計 9,471,998 9,143,665

  無形固定資産   
   のれん 33,333 28,333
   リース資産 50,396 48,806
   借地権 ※2 1,047,978 ※2 1,043,692
   ソフトウエア 20,836 13,891
   その他 24,401 23,415
   無形固定資産合計 1,176,946 1,158,138

  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※2 575,492 ※2 629,092
   長期貸付金 9,706 7,238
   繰延税金資産 262,673 270,943
   差入保証金 503,888 485,202
   その他 148,904 137,377
   貸倒引当金 △4,700 △4,700
   投資その他の資産合計 1,495,967 1,525,155

  固定資産合計 12,144,913 11,826,958

 資産合計 15,953,519 15,610,058

       



 
 

(単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成22年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成23年２月28日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 1,943,234 1,964,678
  短期借入金 ※2 4,402,603 ※2 4,368,693
  リース債務 70,375 96,726
  未払法人税等 42,208 115,208
  賞与引当金 135,000 145,000
  その他 799,410 820,379

  流動負債合計 7,392,832 7,510,686

 固定負債   
  長期借入金 ※2 3,652,613 ※2 3,284,542
  リース債務 523,273 552,068
  繰延税金負債 361,612 334,704
  退職給付引当金 382,003 406,909
  長期未払金 62,587 57,660
  長期預り金 420,782 403,266
  その他 ― 2,530

  固定負債合計 5,402,873 5,041,682

 負債合計 12,795,705 12,552,368

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 1,097,000 1,097,000
  資本剰余金 819,000 819,000
  利益剰余金 1,906,914 1,906,297
  自己株式 △662,390 △805,916

  株主資本合計 3,160,524 3,016,381

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △2,710 41,309

  評価・換算差額等合計 △2,710 41,309

 純資産合計 3,157,813 3,057,690

負債純資産合計 15,953,519 15,610,058
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（2）【連結損益計算書】 
 

【訂正前】 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 37,647,915 38,319,627

売上原価 28,500,933 28,828,078

売上総利益 9,146,982 9,491,548

その他の営業収入 1,154,531 1,150,168

営業総利益 10,301,514 10,641,717

販売費及び一般管理費   
 従業員給料及び賞与 3,626,037 3,736,114
 賞与引当金繰入額 135,000 145,000
 退職給付費用 152,246 164,234
 地代家賃 929,458 906,611
 減価償却費 675,590 698,105
 その他 4,277,678 4,366,924

 販売費及び一般管理費合計 9,796,010 10,016,989

営業利益 505,503 624,727

営業外収益   
 受取利息 1,136 348
 受取配当金 12,225 13,011
 債務勘定整理益 12,886 7,979
 その他 20,318 21,060

 営業外収益合計 46,567 42,399

営業外費用   
 支払利息 169,677 168,143
 その他 1,646 2,278

 営業外費用合計 171,324 170,421

経常利益 380,746 496,705

特別利益   
 固定資産売却益 ※1 11,672 －
 投資有価証券売却益 6,491 －
 貸倒引当金戻入額 － 7,700

 特別利益合計 18,164 7,700

特別損失   
 固定資産除却損 － ※2 22,942
 役員退職慰労金 80,000 －

 特別損失合計 80,000 22,942

税金等調整前当期純利益 318,911 481,463

法人税、住民税及び事業税 23,863 102,924

法人税等調整額 255,823 108,049

法人税等合計 279,687 210,974

当期純利益 39,224 270,489

    



 
 【訂正後】 

(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 37,647,915 38,319,627

売上原価 28,500,933 29,012,733

売上総利益 9,146,982 9,306,894

その他の営業収入 1,154,531 1,150,168

営業総利益 10,301,514 10,457,063

販売費及び一般管理費   
 従業員給料及び賞与 3,626,037 3,736,114
 賞与引当金繰入額 135,000 145,000
 退職給付費用 152,246 164,234
 地代家賃 929,458 906,611
 減価償却費 675,590 698,105
 その他 4,277,678 4,366,924

 販売費及び一般管理費合計 9,796,010 10,016,989

営業利益 505,503 440,073

営業外収益   
 受取利息 1,136 348
 受取配当金 12,225 13,011
 債務勘定整理益 12,886 7,979
 その他 20,318 21,060

 営業外収益合計 46,567 42,399

営業外費用   
 支払利息 169,677 168,143
 その他 1,646 2,278

 営業外費用合計 171,324 170,421

経常利益 380,746 312,051

特別利益   
 固定資産売却益 ※1 11,672 －
 投資有価証券売却益 6,491 －
 貸倒引当金戻入額 － 7,700

 特別利益合計 18,164 7,700

特別損失   
 固定資産除却損 － ※2 22,942
 減損損失 ― ※3 98,552
 役員退職慰労金 80,000 －

 特別損失合計 80,000 121,494

税金等調整前当期純利益 318,911 198,256

法人税、住民税及び事業税 23,863 102,924

法人税等調整額 255,823 21,616

法人税等合計 279,687 124,541

当期純利益 39,224 73,715
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（3）【連結株主資本等変動計算書】 

 

【訂正前】 
(単位：千円)

    前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 1,097,000 1,097,000
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,097,000 1,097,000

 資本剰余金   
  前期末残高 819,000 819,000
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 819,000 819,000

 利益剰余金   
  前期末残高 1,942,100 1,906,914
  当期変動額   
   剰余金の配当 △74,410 △74,332
   当期純利益 39,224 270,489

   当期変動額合計 △35,186 196,156

  当期末残高 1,906,914 2,103,071

 自己株式   
  前期末残高 △657,767 △662,390
  当期変動額   
   自己株式の取得 △4,622 △143,526

   当期変動額合計 △4,622 △143,526

  当期末残高 △662,390 △805,916

 株主資本合計   
  前期末残高 3,200,333 3,160,524
  当期変動額   
   剰余金の配当 △74,410 △74,332
   当期純利益 39,224 270,489
   自己株式の取得 △4,622 △143,526

   当期変動額合計 △39,808 52,630

  当期末残高 3,160,524 3,213,154

      



 
 

(単位：千円)

    前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △4,289 △2,710
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019
   当期変動額合計 1,578 44,019

  当期末残高 △2,710 41,309

 評価・換算差額等合計   
  前期末残高 △4,289 △2,710
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019
   当期変動額合計 1,578 44,019

  当期末残高 △2,710 41,309

純資産合計   
 前期末残高 3,196,043 3,157,813
 当期変動額   
  剰余金の配当 △74,410 △74,332
  当期純利益 39,224 270,489
  自己株式の取得 △4,622 △143,526
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019
  当期変動額合計 △38,229 96,650

 当期末残高 3,157,813 3,254,464

      



 
 【訂正後】 

(単位：千円)

    前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 1,097,000 1,097,000
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,097,000 1,097,000

 資本剰余金   
  前期末残高 819,000 819,000
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 819,000 819,000

 利益剰余金   
  前期末残高 1,942,100 1,906,914
  当期変動額   
   剰余金の配当 △74,410 △74,332
   当期純利益 39,224 73,715

   当期変動額合計 △35,186 △617

  当期末残高 1,906,914 1,906,297

 自己株式   
  前期末残高 △657,767 △662,390
  当期変動額   
   自己株式の取得 △4,622 △143,526

   当期変動額合計 △4,622 △143,526

  当期末残高 △662,390 △805,916

 株主資本合計   
  前期末残高 3,200,333 3,160,524
  当期変動額   
   剰余金の配当 △74,410 △74,332
   当期純利益 39,224 73,715
   自己株式の取得 △4,622 △143,526

   当期変動額合計 △39,808 △144,143

  当期末残高 3,160,524 3,016,381

      



 
 

(単位：千円)

    前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △4,289 △2,710
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019

   当期変動額合計 1,578 44,019

  当期末残高 △2,710 41,309

 評価・換算差額等合計   
  前期末残高 △4,289 △2,710
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019

   当期変動額合計 1,578 44,019

  当期末残高 △2,710 41,309

純資産合計   
 前期末残高 3,196,043 3,157,813
 当期変動額   
  剰余金の配当 △74,410 △74,332
  当期純利益 39,224 73,715
  自己株式の取得 △4,622 △143,526
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019

  当期変動額合計 △38,229 △100,123

 当期末残高 3,157,813 3,057,690
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（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21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28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 318,911 481,463
 減価償却費 675,590 698,105
 投資有価証券売却損益（△は益） △6,491 －
 固定資産売却損益（△は益） △11,672 －
 固定資産除却損 － 126
 のれん償却額 5,000 5,000
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,309 24,905
 賞与引当金の増減額（△は減少） 9,000 10,000
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,400 △7,700
 受取利息及び受取配当金 △13,362 △13,360
 支払利息 169,677 168,143
 売上債権の増減額（△は増加） △30,713 △21,811
 たな卸資産の増減額（△は増加） △312,432 △558,345
 リース投資資産の増減額（△は増加） △554,248 20,427
 その他の流動資産の増減額（△は増加） 20,750 33,522
 仕入債務の増減額（△は減少） 27,948 △31,469
 未払消費税等の増減額（△は減少） △5,526 129,887
 未払金の増減額（△は減少） 7,066 △34,000
 未払費用の増減額（△は減少） △2,114 1,013
 預り保証金の増減額（△は減少） 137,525 △17,516
 その他の流動負債の増減額（△は減少） 33,576 △20,083
 小計 489,193 868,308

 利息及び配当金の受取額 13,392 13,373
 利息の支払額 △168,311 △177,206
 法人税等の支払額 △15,499 △22,831
 営業活動によるキャッシュ・フロー 318,775 681,643

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 定期預金の預入による支出 △36,012 △36,004
 定期預金の払戻による収入 36,004 27,000
 有形固定資産の取得による支出 △768,296 △303,878
 有形固定資産の売却による収入 166,949 －
 無形固定資産の取得による支出 △42,445 －
 無形固定資産の売却による収入 2,852 －
 貸付金の回収による収入 102,587 2,448
 差入保証金の差入による支出 △38,035 △3,793
 差入保証金の回収による収入 99,561 11,967
 投資有価証券の取得による支出 △58,532 －
 投資有価証券の売却による収入 64,654 －
 その他 △28,627 △2,351
 投資活動によるキャッシュ・フロー △499,340 △304,611

    



 
 

(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
 短期借入金の純増減額（△は減少） 115,110 282,039
 長期借入れによる収入 1,500,000 710,000
 長期借入金の返済による支出 △1,354,043 △1,394,020
 リース債務の返済による支出 △44,141 △83,700
 自己株式の取得による支出 △4,622 △143,526
 配当金の支払額 △74,070 △74,267
 財務活動によるキャッシュ・フロー 138,232 △703,475

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,332 △326,443

現金及び現金同等物の期首残高 864,695 822,363

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 822,363 ※1 495,919

    



 
 【訂正後】 

(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28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 318,911 198,256
 減価償却費 675,590 698,105
 減損損失 ― 98,552
 投資有価証券売却損益（△は益） △6,491 －
 固定資産売却損益（△は益） △11,672 －
 固定資産除却損 － 126
 のれん償却額 5,000 5,000
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,309 24,905
 賞与引当金の増減額（△は減少） 9,000 10,000
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,400 △7,700
 受取利息及び受取配当金 △13,362 △13,360
 支払利息 169,677 168,143
 売上債権の増減額（△は増加） △30,713 △21,811
 たな卸資産の増減額（△は増加） △312,432 △399,622
 リース投資資産の増減額（△は増加） △554,248 20,427
 その他の流動資産の増減額（△は増加） 20,750 33,522
 仕入債務の増減額（△は減少） 27,948 △5,537
 未払消費税等の増減額（△は減少） △5,526 129,887
 未払金の増減額（△は減少） 7,066 △34,000
 未払費用の増減額（△は減少） △2,114 1,013
 預り保証金の増減額（△は減少） 137,525 △17,516
 その他の流動負債の増減額（△は減少） 33,576 △20,083

 小計 489,193 868,308

 利息及び配当金の受取額 13,392 13,373
 利息の支払額 △168,311 △177,206
 法人税等の支払額 △15,499 △22,831

 営業活動によるキャッシュ・フロー 318,775 681,643

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 定期預金の預入による支出 △36,012 △36,004
 定期預金の払戻による収入 36,004 27,000
 有形固定資産の取得による支出 △768,296 △303,878
 有形固定資産の売却による収入 166,949 －
 無形固定資産の取得による支出 △42,445 －
 無形固定資産の売却による収入 2,852 －
 貸付金の回収による収入 102,587 2,448
 差入保証金の差入による支出 △38,035 △3,793
 差入保証金の回収による収入 99,561 11,967
 投資有価証券の取得による支出 △58,532 －
 投資有価証券の売却による収入 64,654 －
 その他 △28,627 △2,351

 投資活動によるキャッシュ・フロー △499,340 △304,611

    



 
 

(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
 短期借入金の純増減額（△は減少） 115,110 282,039
 長期借入れによる収入 1,500,000 710,000
 長期借入金の返済による支出 △1,354,043 △1,394,020
 リース債務の返済による支出 △44,141 △83,700
 自己株式の取得による支出 △4,622 △143,526
 配当金の支払額 △74,070 △74,267
 財務活動によるキャッシュ・フロー 138,232 △703,475

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,332 △326,443

現金及び現金同等物の期首残高 864,695 822,363

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 822,363 ※1 495,919
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（8）【連結財務諸表に関する注記事項】 
 (連結貸借対照表関係) 

 
【訂正前】 

 
前連結会計年度 

(平成22年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成23年２月28日) 
※１ たな卸資産の内訳

商品 1,354,018千円
貯蔵品 5,517 

※１ たな卸資産の内訳
商品 1,912,137千円
貯蔵品 5,743 

※２ 担保提供資産 
(担保に供している資産) 

現金及び預金 30,000千円
リース投資資産 412,071 
建物及び構築物 4,963,674 
土地 1,813,997 
借地権 27,000 
投資有価証券 247,139 
計 7,493,883 

※２ 担保提供資産
(担保に供している資産) 

現金及び預金 30,000千円
リース投資資産 355,205 
建物及び構築物 4,745,152 
土地 1,884,603 
借地権 27,000 
投資有価証券 256,934 
計 7,298,895 

(上記に対応する債務) 
短期借入金 2,443,400千円

長期借入金 4,643,646 
(１年内返済予定分を含
む)  

計 7,087,046 

(上記に対応する債務) 
短期借入金 2,753,400千円

長期借入金 4,150,026 
(１年内返済予定分を含
む)  

計 6,903,426 
※３ 減損損失累計額 

減損損失累計額は、当該資産の減価償却
累計額に含めて表示しております。

※３ 減損損失累計額
同左 

 ４ 偶発債務 
下記の会社の金融機関からの借入金(建設

資金)に対して次のとおり債務保証を行っ
ております。 

須高ケーブルテレビ㈱ 9,151千円

計 9,151 

 ４ 偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金(建設

資金)に対して次のとおり債務保証を行っ
ております。 

須高ケーブルテレビ㈱ 6,561千円

計 6,561 

 



 
 【訂正後】 

 

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

※１ たな卸資産の内訳
商品 1,354,018千円
貯蔵品 5,517 

※１ たな卸資産の内訳
商品 1,753,415千円
貯蔵品 5,743 

※２ 担保提供資産 
(担保に供している資産) 

現金及び預金 30,000千円
リース投資資産 412,071 
建物及び構築物 4,963,674 
土地 1,813,997 
借地権 27,000 
投資有価証券 247,139 
計 7,493,883 

※２ 担保提供資産
(担保に供している資産) 

現金及び預金 30,000千円
リース投資資産 355,205 
建物及び構築物 4,745,152 
土地 1,884,603 
借地権 27,000 
投資有価証券 256,934 
計 7,298,895 

(上記に対応する債務) 
短期借入金 2,443,400千円

長期借入金 4,643,646 
(１年内返済予定分を含
む)  

計 7,087,046 

(上記に対応する債務) 
短期借入金 2,753,400千円

長期借入金 4,150,026 
(１年内返済予定分を含
む)  

計 6,903,426 
※３ 減損損失累計額 

減損損失累計額は、当該資産の減価償却
累計額に含めて表示しております。

※３ 減損損失累計額
同左 

 ４ 偶発債務 
下記の会社の金融機関からの借入金(建設

資金)に対して次のとおり債務保証を行っ
ております。 

須高ケーブルテレビ㈱ 9,151千円

計 9,151 

 ４ 偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金(建設

資金)に対して次のとおり債務保証を行っ
ております。 

須高ケーブルテレビ㈱ 6,561千円

計 6,561 
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(連結損益計算書関係) 
 

  
【訂正前】 

 
前連結会計年度 

(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

※１ 固定資産売却益の内訳は、建物及び構築
物11,401千円、機械装置及び運搬具17千
円、有形固定資産「その他」５千円、借地
権197千円、投資その他の資産「その他」50
千円であります。 

――――― 

――――― ※２ 固定資産除却損の内訳は、有形固定資産
「その他」126千円、原状回復費用22,815千
円であります。 

 



【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

※１ 固定資産売却益の内訳は、建物及び構築
物11,401千円、機械装置及び運搬具17千
円、有形固定資産「その他」５千円、借地
権197千円、投資その他の資産「その他」50
千円であります。 

――――― 

――――― ※２ 固定資産除却損の内訳は、有形固定資産
「その他」126千円、原状回復費用22,815千
円であります。

――――― 

 
 

 

※３ 減損損失
当社グループは、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。 
場所 用途 種類 件数 

長野県上
田市他 店舗 

建物及び構
築物、土
地、その他 

2件 

当社グループは、キャッシュ・フローを生
み出す最小単位として、事業用資産である店
舗を基礎として、グルーピングを行っており
ます。営業活動から生ずる損益が継続してマ
イナスである資産グループについては帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として特別損失に計上しておりま
す。正味売却価額は不動産鑑定評価等を基に
して評価しております。使用価値は、将来キ
ャッシュ・フローを2.3％で割り引いて算定し
ております。 
減損損失の内訳は以下のとおりです。 

種類 金額（千円） 
建物及び構築物 65,539

土地 18,665
その他 14,346
合計 98,552
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(税効果会計関係)  
  

【訂正前】 
 

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 
繰延税金資産 

繰越欠損金 160,173千円
減損損失 106,233 
投資有価証券 90,002 
退職給付引当金 159,507 
賞与引当金 54,594 
その他 36,900 
小計 607,411 
評価性引当額 △208,189 
繰延税金資産合計 399,222 

繰延税金負債  
圧縮積立金 361,612 
繰延税金負債合計 361,612 

  
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 
繰延税金資産 

繰越欠損金 122,533千円
減損損失 103,278 
投資有価証券 28,869 
退職給付引当金 169,579 
賞与引当金 58,638 
その他 29,064 
繰延税金負債との相殺 △9,114 
小計 502,848 
評価性引当額 △248,163 
繰延税金資産合計 254,684 

繰延税金負債  
圧縮積立金 334,704 
その他 9,114 
繰延税金資産との相殺 △9,114 
繰延税金負債合計 334,704 

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 

法定実効税率 40.44％
（調整） 
住民税均等割額 6.96％
評価性引当増加額 34.11％
その他 6.19％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 87.70％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 

法定実効税率 40.44％
（調整） 
住民税均等割額 4.96％
評価性引当減少額 △2.82％
その他 1.24％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 43.82％

 



 
 【訂正後】 

 

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 
繰延税金資産 

繰越欠損金 160,173千円
減損損失 106,233 
投資有価証券 90,002 
退職給付引当金 159,507 
賞与引当金 54,594 
その他 36,900 
小計 607,411 
評価性引当額 △208,189 
繰延税金資産合計 399,222 

繰延税金負債  
圧縮積立金 361,612 
繰延税金負債合計 361,612 

  
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 
繰延税金資産 

繰越欠損金 122,533千円
減損損失 143,132 
投資有価証券 28,869 
退職給付引当金 169,579 
賞与引当金 58,638 
たな卸資産 64,187 
未収入金 10,486 
その他 29,064 
繰延税金負債との相殺 △9,114 
小計 617,376 
評価性引当額 △276,259 
繰延税金資産合計 341,117 

繰延税金負債  
圧縮積立金 334,704 
その他 9,114 
繰延税金資産との相殺 △9,114 
繰延税金負債合計 334,704 

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 

法定実効税率 40.44％
（調整） 
住民税均等割額 6.96％
評価性引当増加額 34.11％
その他 6.19％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 87.70％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 

法定実効税率 40.44％
（調整） 
住民税均等割額 12.05％
評価性引当増加額 7.33％
その他 3.01％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 62.82％
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(１株当たり情報)  
 

  
【訂正前】 

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

１株当たり純資産額 424円82銭

１株当たり当期純利益 5円27銭

１株当たり純資産額 452円90銭

１株当たり当期純利益 37円36銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。 

(注) 算定上の基礎  
１ １株当たり純資産額 

  前連結会計年度 
(平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日） 

連結貸借対照表の純資産の
部の合計額 (千円) 3,157,813 3,254,464

普通株式に係る純資産額 (千円) 3,157,813 3,254,464

普通株式の発行済株式数 (千株) 8,415 8,415

普通株式の自己株式数 (千株) 981 1,229

1株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数 (千株) 7,433 7,185

  
２ １株当たり当期純利益 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当期純利益 (千円) 39,224 270,489

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 39,224 270,489

普通株式の期中平均株式数 (千株) 7,436 7,239

 



 
 【訂正後】 

 

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

１株当たり純資産額 424円82銭

１株当たり当期純利益 5円27銭

１株当たり純資産額 425円52銭

１株当たり当期純利益 10円18銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。 

(注) 算定上の基礎  
１ １株当たり純資産額 

  前連結会計年度 
(平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日） 

連結貸借対照表の純資産の
部の合計額 (千円) 3,157,813 3,057,690

普通株式に係る純資産額 (千円) 3,157,813 3,057,690

普通株式の発行済株式数 (千株) 8,415 8,415

普通株式の自己株式数 (千株) 981 1,229

1株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数 (千株) 7,433 7,185

  
２ １株当たり当期純利益 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当期純利益 (千円) 39,224 73,715

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 39,224 73,715

普通株式の期中平均株式数 (千株) 7,436 7,239
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 ５． 【個別財務諸表】 

  (1) 【貸借対照表】 
 
【訂正前】 

(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成22年２月28日) 
当事業年度 

(平成23年２月28日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 ※1 789,701 ※1 486,165
  売掛金 203,110 224,921
  商品 1,354,018 1,912,137
  貯蔵品 5,517 5,743
  前払費用 139,577 151,253
  繰延税金資産 136,548 70,173
  未収入金 508,711 449,567
  その他 ※3 97,141 ※3 120,385
  貸倒引当金 △11,700 △4,000

  流動資産合計 3,222,625 3,416,347

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 ※1 12,411,554 ※1 12,530,877
    減価償却累計額 ※2 △6,930,357 ※2 △7,328,533

    建物（純額） 5,481,196 5,202,344

   構築物 1,854,304 1,885,675
    減価償却累計額 ※2 △1,394,587 ※2 △1,456,041

    構築物（純額） 459,717 429,634

   機械及び装置 294,935 304,914
    減価償却累計額 ※2 △245,201 ※2 △258,688

    機械及び装置（純額） 49,733 46,225

   車両運搬具 15,121 15,121
    減価償却累計額 △13,143 △13,793

    車両運搬具（純額） 1,978 1,327

   工具、器具及び備品 441,105 446,343
    減価償却累計額 ※2 △384,343 ※2 △400,267

    工具、器具及び備品（純額） 56,762 46,076

   土地 ※1 1,889,818 ※1 1,960,776
   リース資産 954,928 1,086,457
    減価償却累計額 △63,151 △166,768

    リース資産（純額） 891,776 919,688

   建設仮勘定 6,460 48,460

   有形固定資産合計 8,837,443 8,654,533

  無形固定資産   
   のれん 33,333 28,333
   借地権 ※1 1,089,344 ※1 1,089,344
   商標権 106 7
   ソフトウエア 20,836 13,891
   リース資産 50,396 48,806
   電話加入権 14,323 14,323

   無形固定資産合計 1,208,341 1,194,706

       



 
 

(単位：千円)

    
前事業年度 

(平成22年２月28日) 
当事業年度 

(平成23年２月28日) 

  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※1 575,492 ※1 629,092
   関係会社株式 496,430 496,430
   出資金 1,622 1,632
   長期貸付金 9,706 7,238
   関係会社長期貸付金 306,700 221,100
   長期前払費用 34,223 22,918
   繰延税金資産 262,673 184,510
   差入保証金 ※3 558,382 ※3 539,695
   建設協力金 ※3 350,000 ※3 350,000
   その他 91,838 95,670
   貸倒引当金 △4,700 △4,700

   投資その他の資産合計 2,682,370 2,543,589

  固定資産合計 12,728,155 12,392,830

 資産合計 15,950,781 15,809,177

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 1,943,234 1,964,678
  短期借入金 ※1 3,036,170 ※1 3,318,209
  1年内返済予定の長期借入金 ※1 1,366,433 ※1 1,050,484
  リース債務 ※3 81,896 ※3 108,940
  未払金 360,398 399,983
  未払費用 262,278 263,280
  未払法人税等 42,000 115,000
  前受金 567 583
  預り金 133,625 118,784
  前受収益 22,180 20,871
  賞与引当金 135,000 145,000

  流動負債合計 7,383,784 7,505,816

 固定負債   
  長期借入金 ※1 3,652,613 ※1 3,284,542
  リース債務 ※3 941,230 ※3 957,260
  退職給付引当金 382,003 406,909
  長期未払金 62,587 57,660
  長期預り金 222,983 206,106

  固定負債合計 5,261,418 4,912,479

 負債合計 12,645,202 12,418,296

      



 
 

(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成22年２月28日) 
当事業年度 

(平成23年２月28日) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 1,097,000 1,097,000
  資本剰余金   
   資本準備金 819,000 819,000

   資本剰余金合計 819,000 819,000

  利益剰余金   
   利益準備金 156,445 156,445
   その他利益剰余金   
    別途積立金 1,687,000 1,687,000
    繰越利益剰余金 211,234 396,043

   利益剰余金合計 2,054,679 2,239,488

  自己株式 △662,390 △805,916

  株主資本合計 3,308,289 3,349,571

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △2,710 41,309

  評価・換算差額等合計 △2,710 41,309

 純資産合計 3,305,578 3,390,881

負債純資産合計 15,950,781 15,809,177

       



 
 【訂正後】 

(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成22年２月28日) 
当事業年度 

(平成23年２月28日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 ※1 789,701 ※1 486,165
  売掛金 203,110 224,921
  商品 1,354,018 1,753,415
  貯蔵品 5,517 5,743
  前払費用 139,577 151,253
  繰延税金資産 136,548 70,173
  未収入金 508,711 423,635
  その他 ※3 97,141 ※3 120,385
  貸倒引当金 △11,700 △4,000

  流動資産合計 3,222,625 3,231,693

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 ※1 12,411,554 ※1 12,530,877
    減価償却累計額 ※2 △6,930,357 ※2 △7,389,848

    建物（純額） 5,481,196 5,141,029

   構築物 1,854,304 1,885,675
    減価償却累計額 ※2 △1,394,587 ※2 △1,460,265

    構築物（純額） 459,717 425,409

   機械及び装置 294,935 304,914
    減価償却累計額 ※2 △245,201 ※2 △259,408

    機械及び装置（純額） 49,733 45,505

   車両運搬具 15,121 15,121
    減価償却累計額 △13,143 △13,793

    車両運搬具（純額） 1,978 1,327

   工具、器具及び備品 441,105 446,343
    減価償却累計額 ※2 △384,343 ※2 △400,636

    工具、器具及び備品（純額） 56,762 45,707

   土地 ※1 1,889,818 ※1 1,942,110
   リース資産 954,928 1,086,457
    減価償却累計額 △63,151 △171,111

    リース資産（純額） 891,776 915,346

   建設仮勘定 6,460 48,460

   有形固定資産合計 8,837,443 8,564,896

  無形固定資産   
   のれん 33,333 28,333
   借地権 ※1 1,089,344 ※1 1,085,058
   商標権 106 7
   ソフトウエア 20,836 13,891
   リース資産 50,396 48,806
   電話加入権 14,323 14,133

   無形固定資産合計 1,208,341 1,190,230

       



 
 

(単位：千円)

    
前事業年度 

(平成22年２月28日) 
当事業年度 

(平成23年２月28日) 

  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※1 575,492 ※1 629,092
   関係会社株式 496,430 496,430
   出資金 1,622 1,632
   長期貸付金 9,706 7,238
   関係会社長期貸付金 306,700 221,100
   長期前払費用 34,223 22,918
   繰延税金資産 262,673 270,943
   差入保証金 ※3 558,382 ※3 539,695
   建設協力金 ※3 350,000 ※3 350,000
   その他 91,838 95,670
   貸倒引当金 △4,700 △4,700

   投資その他の資産合計 2,682,370 2,630,022

  固定資産合計 12,728,155 12,385,149

 資産合計 15,950,781 15,616,842

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 1,943,234 1,964,678
  短期借入金 ※1 3,036,170 ※1 3,318,209
  1年内返済予定の長期借入金 ※1 1,366,433 ※1 1,050,484
  リース債務 ※3 81,896 ※3 108,940
  未払金 360,398 399,983
  未払費用 262,278 263,280
  未払法人税等 42,000 115,000
  前受金 567 583
  預り金 133,625 118,784
  前受収益 22,180 20,871
  賞与引当金 135,000 145,000
  その他 ― 1,907

  流動負債合計 7,383,784 7,507,724

 固定負債   
  長期借入金 ※1 3,652,613 ※1 3,284,542
  リース債務 ※3 941,230 ※3 957,260
  退職給付引当金 382,003 406,909
  長期未払金 62,587 57,660
  長期預り金 222,983 206,106
  その他 ― 2,530

  固定負債合計 5,261,418 4,915,010

 負債合計 12,645,202 12,422,734

      



 
 

(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成22年２月28日) 
当事業年度 

(平成23年２月28日) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 1,097,000 1,097,000
  資本剰余金   
   資本準備金 819,000 819,000

   資本剰余金合計 819,000 819,000

  利益剰余金   
   利益準備金 156,445 156,445
   その他利益剰余金   
    別途積立金 1,687,000 1,687,000
    繰越利益剰余金 211,234 199,269

   利益剰余金合計 2,054,679 2,042,714

  自己株式 △662,390 △805,916

  株主資本合計 3,308,289 3,152,797

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △2,710 41,309

  評価・換算差額等合計 △2,710 41,309

 純資産合計 3,305,578 3,194,107

負債純資産合計 15,950,781 15,616,842

       

 



 
（４３ページ） 

（2）【損益計算書】 
 

【訂正前】 
(単位：千円)

  前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 37,647,915 38,319,627

売上原価   
 商品期首たな卸高 1,038,315 1,354,018
 当期商品仕入高 28,816,635 29,386,198

 合計 29,854,951 30,740,216

 商品期末たな卸高 1,354,018 1,912,137

 売上原価合計 28,500,933 28,828,078

売上総利益 9,146,982 9,491,548

営業収入   
 手数料収入 634,792 644,495
 不動産賃貸収入 438,404 413,343

 その他の営業収入 1,073,197 1,057,839

営業総利益 10,220,179 10,549,388

販売費及び一般管理費   
 広告宣伝費 355,849 363,323
 消耗品費 339,360 336,793
 配送費 504,800 531,794
 役員報酬 123,585 163,485
 従業員給料及び賞与 3,626,037 3,736,114
 賞与引当金繰入額 135,000 145,000
 退職給付費用 152,246 164,234
 法定福利費 364,546 390,856
 福利厚生費 96,342 91,147
 地代家賃 940,531 922,542
 修繕維持費 494,427 514,455
 減価償却費 599,198 619,333
 賃借料 498,501 424,529
 水道光熱費 729,563 746,443
 事業税 24,727 28,396
 その他 649,992 705,285

 販売費及び一般管理費合計 9,634,710 9,883,736

営業利益 585,469 665,651

営業外収益   
 受取利息 ※1 7,807 ※1 7,105
 受取配当金 12,225 13,011
 債務勘定整理益 12,886 7,979
 その他 18,231 16,729

 営業外収益合計 51,150 44,825

営業外費用   
 支払利息 ※1 193,643 ※1 196,216
 その他 1,646 2,278

 営業外費用合計 195,289 198,494

経常利益 441,330 511,982

    



 
 

(単位：千円)

  前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

特別利益   
 固定資産売却益 ※2 11,672 －
 投資有価証券売却益 6,491 －
 貸倒引当金戻入額 － 7,700
 特別利益合計 18,164 7,700

特別損失   
 固定資産除却損 － ※3 22,815
 特別損失合計 － 22,815

税引前当期純利益 459,494 496,867

法人税、住民税及び事業税 23,652 102,768

法人税等調整額 238,210 134,957

法人税等合計 261,863 237,725

当期純利益 197,631 259,141

    



 
 【訂正後】 

(単位：千円)

  前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 37,647,915 38,319,627

売上原価   
 商品期首たな卸高 1,038,315 1,354,018
 当期商品仕入高 28,816,635 29,412,129

 合計 29,854,951 30,766,148

 商品期末たな卸高 1,354,018 1,753,415

 売上原価合計 28,500,933 29,012,733

売上総利益 9,146,982 9,306,894

営業収入   
 手数料収入 634,792 644,495
 不動産賃貸収入 438,404 413,343

 その他の営業収入 1,073,197 1,057,839

営業総利益 10,220,179 10,364,733

販売費及び一般管理費   
 広告宣伝費 355,849 363,323
 消耗品費 339,360 336,793
 配送費 504,800 531,794
 役員報酬 123,585 163,485
 従業員給料及び賞与 3,626,037 3,736,114
 賞与引当金繰入額 135,000 145,000
 退職給付費用 152,246 164,234
 法定福利費 364,546 390,856
 福利厚生費 96,342 91,147
 地代家賃 940,531 922,542
 修繕維持費 494,427 514,455
 減価償却費 599,198 619,333
 賃借料 498,501 424,529
 水道光熱費 729,563 746,443
 事業税 24,727 28,396
 その他 649,992 705,285

 販売費及び一般管理費合計 9,634,710 9,883,736

営業利益 585,469 480,997

営業外収益   
 受取利息 ※1 7,807 ※1 7,105
 受取配当金 12,225 13,011
 債務勘定整理益 12,886 7,979
 その他 18,231 16,729

 営業外収益合計 51,150 44,825

営業外費用   
 支払利息 ※1 193,643 ※1 196,216
 その他 1,646 2,278

 営業外費用合計 195,289 198,494

経常利益 441,330 327,328

    



 
 

(単位：千円)

  前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

特別利益   
 固定資産売却益 ※2 11,672 －
 投資有価証券売却益 6,491 －
 貸倒引当金戻入額 － 7,700

 特別利益合計 18,164 7,700

特別損失   
 固定資産除却損 － ※3 22,815
 減損損失 ― ※4 98,552

 特別損失合計 － 121,368

税引前当期純利益 459,494 213,660

法人税、住民税及び事業税 23,652 102,768

法人税等調整額 238,210 48,524

法人税等合計 261,863 151,293

当期純利益 197,631 62,367

    

 



 
（４５ページ） 

（3）【株主資本等変動計算書】 
 

【訂正前】 
(単位：千円)

      前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 1,097,000 1,097,000
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,097,000 1,097,000

 資本剰余金   
  資本準備金   
   前期末残高 819,000 819,000
   当期変動額   
    当期変動額合計 － －

   当期末残高 819,000 819,000

  資本剰余金合計   
   前期末残高 819,000 819,000
   当期変動額   
    当期変動額合計 － －

   当期末残高 819,000 819,000

 利益剰余金   
  利益準備金   
   前期末残高 156,445 156,445
   当期変動額   
    当期変動額合計 － －

   当期末残高 156,445 156,445

  その他利益剰余金   
   別途積立金   
    前期末残高 2,187,000 1,687,000
    当期変動額   
     別途積立金の取崩 △500,000 －

     当期変動額合計 △500,000 －

    当期末残高 1,687,000 1,687,000

   繰越利益剰余金   
    前期末残高 △411,986 211,234
    当期変動額   
     剰余金の配当 △74,410 △74,332
     当期純利益 197,631 259,141
     別途積立金の取崩 500,000 －

     当期変動額合計 623,220 184,808

    当期末残高 211,234 396,043

  利益剰余金合計   
   前期末残高 1,931,458 2,054,679
   当期変動額   
    剰余金の配当 △74,410 △74,332
    当期純利益 197,631 259,141
    別途積立金の取崩 － －

    当期変動額合計 123,220 184,808

   当期末残高 2,054,679 2,239,488



 
 

(単位：千円)

    前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

 自己株式   
  前期末残高 △657,767 △662,390
  当期変動額   
   自己株式の取得 △4,622 △143,526

   当期変動額合計 △4,622 △143,526

  当期末残高 △662,390 △805,916

 株主資本合計   
  前期末残高 3,189,690 3,308,289
  当期変動額   
   剰余金の配当 △74,410 △74,332
   当期純利益 197,631 259,141
   自己株式の取得 △4,622 △143,526

   当期変動額合計 118,598 41,282

  当期末残高 3,308,289 3,349,571

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △4,289 △2,710
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019

   当期変動額合計 1,578 44,019

  当期末残高 △2,710 41,309

 評価・換算差額等合計   
  前期末残高 △4,289 △2,710
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019

   当期変動額合計 1,578 44,019

  当期末残高 △2,710 41,309

純資産合計   
 前期末残高 3,185,401 3,305,578
 当期変動額   
  剰余金の配当 △74,410 △74,332
  当期純利益 197,631 259,141
  自己株式の取得 △4,622 △143,526
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019

  当期変動額合計 120,177 85,302

 当期末残高 3,305,578 3,390,881

      



 
 【訂正後】 

(単位：千円)

      前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 1,097,000 1,097,000
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,097,000 1,097,000

 資本剰余金   
  資本準備金   
   前期末残高 819,000 819,000
   当期変動額   
    当期変動額合計 － －

   当期末残高 819,000 819,000

  資本剰余金合計   
   前期末残高 819,000 819,000
   当期変動額   
    当期変動額合計 － －

   当期末残高 819,000 819,000

 利益剰余金   
  利益準備金   
   前期末残高 156,445 156,445
   当期変動額   
    当期変動額合計 － －

   当期末残高 156,445 156,445

  その他利益剰余金   
   別途積立金   
    前期末残高 2,187,000 1,687,000
    当期変動額   
     別途積立金の取崩 △500,000 －

     当期変動額合計 △500,000 －

    当期末残高 1,687,000 1,687,000

   繰越利益剰余金   
    前期末残高 △411,986 211,234
    当期変動額   
     剰余金の配当 △74,410 △74,332
     当期純利益 197,631 62,367
     別途積立金の取崩 500,000 －

     当期変動額合計 623,220 △11,965

    当期末残高 211,234 199,269

  利益剰余金合計   
   前期末残高 1,931,458 2,054,679
   当期変動額   
    剰余金の配当 △74,410 △74,332
    当期純利益 197,631 62,367
    別途積立金の取崩 － －

    当期変動額合計 123,220 △11,965

   当期末残高 2,054,679 2,042,714

        



 
 

(単位：千円)

    前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

 自己株式   
  前期末残高 △657,767 △662,390
  当期変動額   
   自己株式の取得 △4,622 △143,526

   当期変動額合計 △4,622 △143,526

  当期末残高 △662,390 △805,916

 株主資本合計   
  前期末残高 3,189,690 3,308,289
  当期変動額   
   剰余金の配当 △74,410 △74,332
   当期純利益 197,631 62,367
   自己株式の取得 △4,622 △143,526

   当期変動額合計 118,598 △155,491

  当期末残高 3,308,289 3,152,797

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △4,289 △2,710
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019

   当期変動額合計 1,578 44,019

  当期末残高 △2,710 41,309

 評価・換算差額等合計   
  前期末残高 △4,289 △2,710
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019

   当期変動額合計 1,578 44,019

  当期末残高 △2,710 41,309

純資産合計   
 前期末残高 3,185,401 3,305,578
 当期変動額   
  剰余金の配当 △74,410 △74,332
  当期純利益 197,631 62,367
  自己株式の取得 △4,622 △143,526
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578 44,019

  当期変動額合計 120,177 △111,471

 当期末残高 3,305,578 3,194,107

      

 



 
（５１ページ） 
（7）【個別財務諸表に関する注記事項】 
 (損益計算書関係) 

 
【訂正前】 

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは、次のとおりであります。 

受取利息 6,686千円
支払利息 23,965

※１ 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは、次のとおりであります。 

受取利息 6,760千円
支払利息 28,081

※２ 固定資産売却益の内訳は建物10,628千
円、構築物772千円、機械及び装置17千円、
工具、器具及び備品５千円、借地権197千
円、長期前払費用50千円であります。

――――― 

――――― ※３ 固定資産除却損は、原状回復費用22,815
千円であります。

 



 

 【訂正後】 

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは、次のとおりであります。 

受取利息 6,686千円
支払利息 23,965

※１ 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは、次のとおりであります。 

受取利息 6,760千円
支払利息 28,081

※２ 固定資産売却益の内訳は建物10,628千
円、構築物772千円、機械及び装置17千円、
工具、器具及び備品５千円、借地権197千
円、長期前払費用50千円であります。

――――― 

――――― ※３ 固定資産除却損は、原状回復費用22,815
千円であります。

――――― 

 
 

 

※４ 減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。 
場所 用途 種類 件数 

長野県上
田市他 店舗 

建物、土
地、その
他 

2件 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最
小単位として、事業用資産である店舗を基礎
として、グルーピングを行っております。営
業活動から生ずる損益が継続してマイナスで
ある資産グループについては帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。正味売
却価額は不動産鑑定評価等を基にして評価し
ております。使用価値は、将来キャッシュ・
フローを2.3％で割り引いて算定しておりま
す。 
減損損失の内訳は以下のとおりです。 

種類 金額（千円） 
建物 61,315
土地 18,665
その他 18,571
合計 98,552



 
（５４ページ） 

(税効果会計関係) 
 

【訂正前】 

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 

繰延税金資産 
繰越欠損金 68,033千円
減損損失 106,233 
投資有価証券 90,002 
退職給付引当金 159,507 
賞与引当金 54,594 
その他 36,900 
小計 515,271 
評価性引当額 △116,049 
繰延税金資産合計 399,222 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 

繰延税金資産 
減損損失 103,278千円
投資有価証券 28,869 
退職給付引当金 169,579 
賞与引当金 58,638 
その他 29,064 
小計 389,429 
評価性引当額 △125,630 
繰延税金資産合計 263,799 

繰延税金負債 
リース △5,516 
その他 △3,598 
繰延税金負債合計 △9,114 
繰延税金資産の純額 254,684 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 

法定実効税率 40.44％
（調整） 
住民税均等割額 4.78％
評価性引当増加額 11.53％
その他 0.23％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 56.99％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 

法定実効税率 40.44％
（調整） 
住民税均等割額 4.78％
その他 2.63％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 47.85％

 

 



 
 【訂正後】 

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 

繰延税金資産 
繰越欠損金 68,033千円
減損損失 106,233 
投資有価証券 90,002 
退職給付引当金 159,507 
賞与引当金 54,594 
その他 36,900 
小計 515,271 
評価性引当額 △116,049 
繰延税金資産合計 399,222 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 

繰延税金資産 
減損損失 143,132千円
投資有価証券 28,869 
退職給付引当金 169,579 
賞与引当金 58,638 
商品 64,187 
未収入金 10,486 
その他 29,064 
小計 503,958 
評価性引当額 △153,726 
繰延税金資産合計 350,232 

繰延税金負債 
リース △5,516 
その他 △3,598 
繰延税金負債合計 △9,114 
繰延税金資産の純額 341,117 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 

法定実効税率 40.44％
（調整） 
住民税均等割額 4.78％
評価性引当増加額 11.53％
その他 0.23％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 56.99％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 

法定実効税率 40.44％
（調整） 
住民税均等割額 11.11％
評価性引当増加額 14.41％
その他 4.86％
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 70.81％

 



 
（５５ページ） 

(１株当たり情報)  
 

【訂正前】 

 前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

１株当たり純資産額 444円70銭

１株当たり当期純利益 26円58銭

１株当たり純資産額 471円88銭

１株当たり当期純利益 35円80銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

  前事業年度 
(平成22年２月28日） 

当事業年度 
(平成23年２月28日） 

貸借対照表の純資産の部の
合計額 (千円) 3,305,578 3,390,881

普通株式に係る純資産額 (千円) 3,305,578 3,390,881

普通株式の発行済株式数 (千株) 8,415 8,415

普通株式の自己株式数 (千株) 981 1,229

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数 (千株) 7,433 7,185

 
２ １株当たり当期純利益 

  
前事業年度 

(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度 
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当期純利益 (千円) 197,631 259,141

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益 (千円) 197,631 259,141

普通株式の期中平均株式数 (千株) 7,436 7,239

 



 
 【訂正後】 

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

１株当たり純資産額 444円70銭

１株当たり当期純利益 26円58銭

１株当たり純資産額 444円50銭

１株当たり当期純利益 8円61銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

  前事業年度 
(平成22年２月28日） 

当事業年度 
(平成23年２月28日） 

貸借対照表の純資産の部の
合計額 (千円) 3,305,578 3,194,107

普通株式に係る純資産額 (千円) 3,305,578 3,194,107

普通株式の発行済株式数 (千株) 8,415 8,415

普通株式の自己株式数 (千株) 981 1,229

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数 (千株) 7,433 7,185

 
２ １株当たり当期純利益 

  
前事業年度 

(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度 
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当期純利益 (千円) 197,631 62,367

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益 (千円) 197,631 62,367

普通株式の期中平均株式数 (千株) 7,436 7,239
 


