
                                       

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 24 年２月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成23年10月７日に公表しました「平成24年２月期 第２四半期決算短信」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 24 年２月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

  発表日    平成 23 年 10 月７日 

 

 

 

 

以 上 

 

 



(サマリー情報 １ページ目) 

【訂正前】 

 

平成24年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
平成23年10月7日

 
上 場 会 社 名 株式会社 マツヤ 上場取引所 ＪＱ 
 
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
 
四半期報告書提出予定日 平成23年10月12日   配当支払開始予定日  － 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無   
四半期決算説明会開催の有無 ：無   

 

(百万円未満切捨て)

１．平成24年2月期第2四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 

（１）連結経営成績(累計)  
 

 (％表示は、対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年2月期第2四半期 20,465 4.7 74 △76.4 10 △95.9 △98 ‐

23年2月期第2四半期 19,539 1.9 315 50.9 249 61.4 143 ‐
 

  

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭

24年2月期第2四半期 △13. 83 -

23年2月期第2四半期 19. 71 -

 
（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

24年2月期第2四半期 15,976 2,953 18.5 419.90

23年2月期 15,802 3,254 20.6 452.90
 

(参考) 自己資本 24年2月期第2四半期 2,953百万円 23年2月期 3,254百万円

 

２．配当の状況 
 

 
年間配当金 

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 

23年2月期 －  0. 00 － 12. 00 12. 00 

24年2月期 －  0. 00   

24年2月期(予想)   － 12. 00 12. 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 

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

通期 40,000 4.4 370 △40.8 230 △53.7 60 △77.8 8. 35

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有  

－1－



【訂正後】  

 

 

平成24年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
平成23年10月7日

 
上 場 会 社 名 株式会社 マツヤ 上場取引所 ＪＱ 
 
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
 
四半期報告書提出予定日 平成23年10月12日   配当支払開始予定日  － 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無   
四半期決算説明会開催の有無 ：無   

 

(百万円未満切捨て)

１．平成24年2月期第2四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 

（１）連結経営成績(累計)  
 

 (％表示は、対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年2月期第2四半期 20,465 4.7 28 △88.8 △35 － △125 －

23年2月期第2四半期 19,539 1.9 258 23.5 192 24.3 110 －
 

  

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭

24年2月期第2四半期 △17. 60 -

23年2月期第2四半期 15. 09 -

 
（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

24年2月期第2四半期 15,756 2,730 17.3 388.12

23年2月期 15,610 3,057 19.6 425.52
 

(参考) 自己資本 24年2月期第2四半期 2,730百万円 23年2月期 3,057百万円

 

２．配当の状況 
 

 
年間配当金 

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 

23年2月期 －  0. 00 － 12. 00 12. 00 

24年2月期 －  0. 00   

24年2月期(予想)   － 12. 00 12. 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 

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

通期 40,000 4.4 370 △40.8 230 △53.7 60 △77.8 8. 35

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有  

－2－



 
（２ページ） 

 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

 (1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 
【訂正前】 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による甚大な被害の影響が続い

ており、急速な円高の進行もあって、先行きが不透明な状況にあります。流通業界におきましては、

震災直後の一時的な需要増加が見られたものの、個人消費は全般的に低調な状況にあり、競合他社

との競争は激しさを増しております。加えて、福島第一原子力発電所事故の影響で、電力不足への

対応や残留放射能による農畜産物の出荷規制、風評被害などが発生し、厳しい経営環境となりまし

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３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。ま

た、各店の従業員の創意工夫を活かした商品説明イラストや食べ方を提案し、その商品を大陳する

ことで単品の販売数量アップに取り組みました。 

売上高につきましては、全般的に個人消費の伸びは弱く、既存店の売上に影響が見られましたが、

当第１四半期に新規オープンした川中島店と移転オープンした丸子店が業績に寄与し増収となりま

した。粗利益面では、価格競争や農畜産物の高騰など収益環境は厳しいものとなり、ロス率の改善

や仕入チャネルの開発等に努めましたが、粗利益率が低下いたしました。一方、経費面では、引き

続き消耗品等を中心に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、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高 103 億３千３百万円

（前年同四半期 3.4％増）、経常利益は６千２百万円（前年同四半期 67.0％減）となり、四半期純

利益は１千２百万円（前年同四半期 88.4％減）となりました。 

 
 

 【訂正後】 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による甚大な被害の影響が続い

ており、急速な円高の進行もあって、先行きが不透明な状況にあります。流通業界におきましては、

震災直後の一時的な需要増加が見られたものの、個人消費は全般的に低調な状況にあり、競合他社

との競争は激しさを増しております。加えて、福島第一原子力発電所事故の影響で、電力不足への

対応や残留放射能による農畜産物の出荷規制、風評被害などが発生し、厳しい経営環境となりまし

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３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。ま

た、各店の従業員の創意工夫を活かした商品説明イラストや食べ方を提案し、その商品を大陳する

ことで単品の販売数量アップに取り組みました。 

売上高につきましては、全般的に個人消費の伸びは弱く、既存店の売上に影響が見られましたが、

当第１四半期に新規オープンした川中島店と移転オープンした丸子店が業績に寄与し増収となりま

した。粗利益面では、価格競争や農畜産物の高騰など収益環境は厳しいものとなり、ロス率の改善

や仕入チャネルの開発等に努めましたが、粗利益率が低下いたしました。一方、経費面では、引き

続き消耗品等を中心に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、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高 103 億３千３百万円

（前年同四半期 3.4％増）、経常利益は６千６百万円（前年同四半期 55.7％減）となり、四半期純

利益は１千４百万円（前年同四半期 83.8％減）となりました。  

－3－



（２ページ） 
 (2) 連結財政状態に関する定性的情報 
  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、２億１千２百万円減少しておりますが、これは主とし

てたな卸資産が３億８百万円減少し、売掛金が７千５百万円増加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、３億８千６百万円増加しておりますが、これは主とし

て有形固定資産が３億７千９百万円増加したことによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、１億７千３百万円増加し、159 億７千６百万円

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、２億６千１百万円増加しておりますが、これは主とし

て買掛金が４億１千５百万円増加し、短期借入金が２億２千３百万円減少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、２億１千３百万円増加しておりますが、これは主とし

て資産除去債務が２億９千万円増加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、４億７千４百万円増加し、130 億２千２百万

円となりました。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、３億円減少しておりますが、これは主として配当金を８

千６百万円支払い、自己株式を８千１百万円取得したことによります。  

この結果、純資産合計は、29 億５千３百万円となりました。 

 
 

 【訂正後】 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、２億４千３百万円減少しておりますが、これは主とし

てたな卸資産が３億５千６百万円減少し、売掛金が７千５百万円増加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、３億８千９百万円増加しておりますが、これは主とし

て有形固定資産が３億８千２百万円増加したことによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、１億４千６百万円増加し、157 億５千６百万円

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、２億６千万円増加しておりますが、これは主として買

掛金が４億１千５百万円増加し、短期借入金が２億２千３百万円減少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、２億１千３百万円増加しておりますが、これは主とし

て資産除去債務が２億９千万円増加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、４億７千３百万円増加し、130 億２千６百万

円となりました。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、３億２千７百万円減少しておりますが、これは主として

配当金を８千６百万円支払い、自己株式を８千１百万円取得したことによります。  

この結果、純資産合計は、27 億３千万円となりました。 

 

－4－



 
(３ページ) 
 ②キャッシュ・フローの状況 

 
【訂正前】 

当第２四半期連結会計期間末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、第１四半期連結会計期間末に比べ１億５千７百万円減少し、５億７千５百万円となりまし

た。 

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況) 

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ６千４百万円増加し、２億９千８百万円と

なりました。これは主として前年同四半期に比べ、たな卸資産の増減額が２億９千５百万円増加し、

仕入債務の増減額が１億３千４百万円減少したことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フローの状況) 

投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ７千７百万円減少し、３千６百万円となり

ました。これは主として前年同四半期に比べ、有形固定資産の取得による支出が８千８百万円減少

したことによります。 

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況) 

財務活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ２億１千４百万円増加し、４億１千９百万

円となりました。これは主として前年同四半期に比べ、短期借入金の純増減額が１億７千７百万円

増加したことによります。 

 
 
 

 【訂正後】 

当第２四半期連結会計期間末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、第１四半期連結会計期間末に比べ１億５千７百万円減少し、５億７千５百万円となりまし

た。 

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況) 

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ６千４百万円増加し、２億９千８百万円と

なりました。これは主として前年同四半期に比べ、たな卸資産の増減額が２億４千９百万円増加し、

仕入債務の増減額が１億２千９百万円減少したことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フローの状況) 

投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ７千７百万円減少し、３千６百万円となり

ました。これは主として前年同四半期に比べ、有形固定資産の取得による支出が８千８百万円減少

したことによります。 

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況) 

財務活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ２億１千４百万円増加し、４億１千９百万

円となりました。これは主として前年同四半期に比べ、短期借入金の純増減額が１億７千７百万円

増加したことによります。 

 

－5－



（４ページ） 

 (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 （会計処理基準に関する事項の変更） 

 

【訂正前】 

 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 

20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 

平成 20 年３月 31 日）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は 7,294 千円減少し、税金等調 

整前四半期純損失は 160,686 千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除 

去債務の変動額は 294,202 千円であります。 

 

 

 

 

【訂正後】 

 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 

20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 

平成 20 年３月 31 日）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は 7,294 千円減少し、経常損失は 7,294 千円増加

し、税金等調整前四半期純損失は 160,686 千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始によ

る資産除去債務の変動額は 294,202 千円であります。 
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 ３．四半期連結財務諸表 
  (1) 四半期連結貸借対照表 
 
【訂正前】 

(単位：千円)

    

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 622,691 545,963
  売掛金 300,218 224,921
  リース投資資産 523,328 533,821
  たな卸資産  1,608,965  1,917,881
  繰延税金資産 70,173 70,173
  その他 633,988 678,992
  貸倒引当金 △4,000 △4,000

  流動資産合計 3,755,366 3,967,754

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物（純額）  6,579,525  6,503,806
   土地 2,040,272 2,040,272
   リース資産（純額）  828,099  521,887
   その他（純額）  165,132  167,335

   有形固定資産合計 9,613,031 9,233,302

  無形固定資産   
   のれん 25,833 28,333
   リース資産 85,971 48,806
   借地権 1,047,978 1,047,978
   その他 34,837 37,496

   無形固定資産合計 1,194,621 1,162,614

  投資その他の資産   
   投資有価証券 578,304 629,092
   差入保証金 504,022 485,202
   繰延税金資産 200,904 184,510
   その他 134,651 144,616
   貸倒引当金 △4,700 △4,700

   投資その他の資産合計 1,413,182 1,438,722

  固定資産合計 12,220,835 11,834,639

 資産合計 15,976,202 15,802,393
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(単位：千円)

   

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 2,380,402 1,964,678
  短期借入金 4,144,873 4,368,693
  リース債務 155,286 96,726
  未払法人税等 25,129 115,208
  賞与引当金 134,000 145,000
  その他 930,133 818,471
  流動負債合計 7,769,826 7,508,778

 固定負債   
  長期借入金 2,914,490 3,284,542
  リース債務 860,162 552,068
  繰延税金負債 323,900 334,704
  退職給付引当金 407,723 406,909
  資産除去債務 290,290 －
  その他 456,150 460,926
  固定負債合計 5,252,718 5,039,151

 負債合計 13,022,544 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 1,918,578 2,103,071
  自己株式 △887,834 △805,916
  株主資本合計 2,946,744 3,213,154

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 6,914 41,309
  評価・換算差額等合計 6,914 41,309

 純資産合計 2,953,658 3,254,464

負債純資産合計 15,976,202 15,802,393
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 【訂正後】 

(単位：千円)

    

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 622,691 545,963
  売掛金 300,218 224,921
  リース投資資産 523,328 533,821
  たな卸資産  1,402,855  1,759,158
  繰延税金資産 70,173 70,173
  その他 624,824 653,060
  貸倒引当金 △4,000 △4,000
  流動資産合計 3,540,092 3,783,099

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物（純額）  6,516,381  6,438,266
   土地 2,021,607 2,021,607
   リース資産（純額）  824,086  517,545
   その他（純額）  164,199  166,246
   有形固定資産合計 9,526,274 9,143,665

  無形固定資産   
   のれん 25,833 28,333
   リース資産 85,971 48,806
   借地権 1,043,692 1,043,692
   その他 34,647 37,306
   無形固定資産合計 1,190,145 1,158,138

  投資その他の資産   
   投資有価証券 578,304 629,092
   差入保証金 504,022 485,202
   繰延税金資産 287,337 270,943
   その他 134,651 144,616
   貸倒引当金 △4,700 △4,700
   投資その他の資産合計 1,499,615 1,525,155

  固定資産合計 12,216,035 11,826,958

 資産合計 15,756,127 15,610,058
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(単位：千円)

   

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 2,380,402 1,964,678
  短期借入金 4,144,873 4,368,693
  リース債務 155,286 96,726
  未払法人税等 25,129 115,208
  賞与引当金 134,000 145,000
  その他 931,087 820,379
  流動負債合計 7,770,779 7,510,686

 固定負債   
  長期借入金 2,914,490 3,284,542
  リース債務 860,162 552,068
  繰延税金負債 323,900 334,704
  退職給付引当金 407,723 406,909
  資産除去債務 290,290 －
  その他 458,680 463,457
  固定負債合計 5,255,248 5,041,682

 負債合計 13,026,028 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 1,695,019 1,906,297
  自己株式 △887,834 △805,916
  株主資本合計 2,723,184 3,016,381

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 6,914 41,309
  評価・換算差額等合計 6,914 41,309

 純資産合計 2,730,098 3,057,690

負債純資産合計 15,756,127 15,610,058
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(2) 四半期連結損益計算書 

【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22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 19,539,536 20,465,177

売上原価 14,779,610 15,774,880

売上総利益 4,759,926 4,690,296

その他の営業収入 593,149 577,262

営業総利益 5,353,075 5,267,559

販売費及び一般管理費  5,037,499  5,193,206

営業利益 315,576 74,352

営業外収益   
 受取利息 197 139
 受取配当金 7,685 7,418
 債務勘定整理益 4,116 4,025
 保険解約返戻金 － 3,803
 その他 9,575 9,824
 営業外収益合計 21,575 25,210

営業外費用   
 支払利息 86,122 86,387
 その他 1,676 2,827
 営業外費用合計 87,798 89,215

経常利益 249,352 10,347

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 2,900 －
 特別利益合計 2,900 －

特別損失   
 固定資産除却損  3,815  18,598
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 153,391
 特別損失合計 3,815 171,990

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

248,436 △161,642

法人税等 104,704 △63,379

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △98,262

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 143,732 △98,262
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 【訂正後】 

(単位：千円)

  前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 19,539,536 20,465,177

売上原価 14,836,894 15,824,199

売上総利益 4,702,642 4,640,977

その他の営業収入 593,149 577,262

営業総利益 5,295,791 5,218,239

販売費及び一般管理費  5,037,499  5,189,372

営業利益 258,291 28,866

営業外収益   
 受取利息 197 139
 受取配当金 7,685 7,418
 債務勘定整理益 4,116 4,025
 保険解約返戻金 － 3,803
 その他 9,575 9,824

 営業外収益合計 21,575 25,210

営業外費用   
 支払利息 86,122 86,387
 その他 1,676 2,827

 営業外費用合計 87,798 89,215

経常利益又は経常損失（△） 192,068 △35,137

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 2,900 －

 特別利益合計 2,900 －

特別損失   
 固定資産除却損  3,815  18,598
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 153,391

 特別損失合計 3,815 171,990

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

191,152 △207,127

法人税等 81,104 △82,079

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △125,048

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 110,048 △125,048
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【第２四半期連結会計期間】 

 
【訂正前】 

(単位：千円)

  前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 9,997,518 10,333,820

売上原価 7,532,252 7,911,066

売上総利益 2,465,265 2,422,753

その他の営業収入 301,446 285,933

営業総利益 2,766,711 2,708,687

販売費及び一般管理費  2,549,493  2,617,451

営業利益 217,218 91,235

営業外収益   
 受取利息 123 85
 受取配当金 7,668 7,400
 債務勘定整理益 1,508 1,953
 その他 5,333 4,748
 営業外収益合計 14,633 14,187

営業外費用   
 支払利息 42,100 42,932
 その他 1,176 295
 営業外費用合計 43,277 43,228

経常利益 188,574 62,195

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 2,900 －

特別利益合計 2,900 －

税金等調整前四半期純利益 191,474 62,195

法人税等 79,904 49,216

少数株主損益調整前四半期純利益 － 12,979

少数株主利益 － －

四半期純利益 111,569 12,979
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 【訂正後】 

(単位：千円)

  前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 9,997,518 10,333,820

売上原価 7,571,029 7,908,865

売上総利益 2,426,488 2,424,955

その他の営業収入 301,446 285,933

営業総利益 2,727,935 2,710,888

販売費及び一般管理費  2,549,493  2,615,534

営業利益 178,441 95,354

営業外収益   
 受取利息 123 85
 受取配当金 7,668 7,400
 債務勘定整理益 1,508 1,953
 その他 5,333 4,748
 営業外収益合計 14,633 14,187

営業外費用   
 支払利息 42,100 42,932
 その他 1,176 295
 営業外費用合計 43,277 43,228

経常利益 149,798 66,313

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 2,900 －

特別利益合計 2,900 －

税金等調整前四半期純利益 152,698 66,313

法人税等 63,904 51,916

少数株主損益調整前四半期純利益 － 14,397

少数株主利益 － －

四半期純利益 88,793 14,397
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 
(単位：千円)

  前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前四半期純利益 248,436 △161,642
 減価償却費 342,828 361,018
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 153,391
 固定資産除却損 － 18,598
 のれん償却額 2,499 2,499
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,951 814
 賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 △11,000
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,900 －
 受取利息及び受取配当金 △7,882 △7,557
 支払利息 86,122 86,387
 売上債権の増減額（△は増加） △74,473 △75,297
 たな卸資産の増減額（△は増加） △275,122 307,549
 リース投資資産の増減額（△は増加） 10,121 10,493
 その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,105 △46,420
 仕入債務の増減額（△は減少） 619,311 556,749
 未払金の増減額（△は減少） 98,461 △19,249
 未払費用の増減額（△は減少） 45,601 108,970
 預り保証金の増減額（△は減少） △10,325 △2,312
 その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,637 11,702
 小計 1,116,097 1,294,696

 利息及び配当金の受取額 7,891 7,561
 利息の支払額 △92,320 △84,074
 法人税等の支払額 △22,817 △89,847
 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,008,851 1,128,335

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 △18,004 △18,001
 定期預金の払戻による収入 15,000 21,000
 有形固定資産の取得による支出 △185,718 △240,045
 無形固定資産の取得による支出 － △1,252
 貸付金の回収による収入 1,228 1,227
 差入保証金の差入による支出 △306 △25,092
 差入保証金の回収による収入 6,484 17,670
 その他 6,890 2,146
 投資活動によるキャッシュ・フロー △174,424 △242,346

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） △118,215 △101,940
 長期借入れによる収入 70,000 110,000
 長期借入金の返済による支出 △765,023 △601,932
 リース債務の返済による支出 △39,105 △44,900
 自己株式の取得による支出 △143,526 △81,918
 配当金の支払額 △74,239 △85,572
 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,070,108 △806,262

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） △235,682 79,726

現金及び現金同等物の期首残高 822,363 495,919

現金及び現金同等物の四半期末残高  586,680  575,646
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 【訂正後】 

(単位：千円)

  前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前四半期純利益 191,152 △207,127
 減価償却費 342,828 358,138
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 153,391
 固定資産除却損 － 18,598
 のれん償却額 2,499 2,499
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,951 814
 賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 △11,000
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,900 －
 受取利息及び受取配当金 △7,882 △7,557
 支払利息 86,122 86,387
 売上債権の増減額（△は増加） △74,473 △75,297
 たな卸資産の増減額（△は増加） △222,035 354,936
 リース投資資産の増減額（△は増加） 10,121 10,493
 その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,105 △46,420
 仕入債務の増減額（△は減少） 623,508 558,682
 未払金の増減額（△は減少） 98,461 △19,249
 未払費用の増減額（△は減少） 45,601 108,970
 預り保証金の増減額（△は減少） △10,325 △2,312
 その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,637 10,748

 小計 1,116,097 1,294,696

 利息及び配当金の受取額 7,891 7,561
 利息の支払額 △92,320 △84,074
 法人税等の支払額 △22,817 △89,847

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,008,851 1,128,335

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 △18,004 △18,001
 定期預金の払戻による収入 15,000 21,000
 有形固定資産の取得による支出 △185,718 △240,045
 無形固定資産の取得による支出 － △1,252
 貸付金の回収による収入 1,228 1,227
 差入保証金の差入による支出 △306 △25,092
 差入保証金の回収による収入 6,484 17,670
 その他 6,890 2,146

 投資活動によるキャッシュ・フロー △174,424 △242,346

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） △118,215 △101,940
 長期借入れによる収入 70,000 110,000
 長期借入金の返済による支出 △765,023 △601,932
 リース債務の返済による支出 △39,105 △44,900
 自己株式の取得による支出 △143,526 △81,918
 配当金の支払額 △74,239 △85,572

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,070,108 △806,262

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） △235,682 79,726

現金及び現金同等物の期首残高 822,363 495,919

現金及び現金同等物の四半期末残高  586,680  575,646
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