
 

 

平成１８年３月１3 日 

各    位 

株 式 会 社 レ ッ ク ス ・ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

代 表 取 締 役 社 長  西 山  知 義 

（ J A S D A Q ・ コ ー ド  2 6 8 8 ） 

お問合先：常務取締役最高財務責任者 福井克明  

T E L  0 3 - 5 5 4 4 - 2 6 8 8 

 

平成 17 年 12 月期 決算短信（連結・個別）の訂正及び追加について 

 

平成 18 年 2 月 17 日付で発表いたしました平成 17 年 12 月期 決算短信（連結・個別）につ

いては、去る平成 18 年 2 月 18 日付で一部の訂正を、平成 18 年 3 月 2 日に多岐にわたる訂

正をさせて頂きましたが、キャッシュフロー計算書を中心に再度訂正がございましたので、その

内容等につき下記のとおりご報告申し上げます。 

また、並行して短信の内容に関して、一部追加した方がより適切であると思われる項目もござ

いましたため、追加させて頂きました。 

各位に大変なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。 

 

記 

 
【訂正及び追加に至った経緯】 

 平成 18 年 3 月 2 日に多くの項目において訂正に至った経緯は、同日のご報告内においてご

説明をさせて頂きましたが、今回の一連の経緯を反省し、念には念を入れてその後も継続的・

網羅的に全項目の確認作業を行って参りました。 

 結果として、外部の方からご指摘頂いた一部項目を含め、ケアレスミスによる誤表記が複数発

見されたのに加え、固定資産台帳管理における甘さから主にキャッシュフロー計算書において

不整合を起こしている箇所が散見され、今回を最終の訂正及び追加とすべく、時間・工数を投

入し徹底的に確認して参りました。 

 

【訂正の箇所】 

全ての訂正箇所を以下に列挙し、かつ訂正箇所には下線を付して表示しております。なお今

回の訂正箇所は、平成 18 年 3 月 2 日に訂正開示させて頂いた決算短信に対しての訂正箇所

のみを示させて頂いております。 

 

【追加の箇所】 

追加させて頂いた箇所につきましては、全ての追加箇所に下線を付し、かつ「追加情報」と明

記いたしました。 

以 上 

 



１．平成17年12月期の連結業績（平成17年1月1日～平成17年12月31日）（１ページ） 
(1)連結経営成績  

訂正前  

 

 当期純利益 
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

株主資本 

当期純利益率

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 3,077 ( ― ) 25,083 84 24,510  81 28.7 6.3 4.3

16年12月期 △12,230 ( 111.2) △109,614 57 81,277 58 △120.7 7.0 5.7

 訂正後  
  

 当期純利益 
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

株主資本 

当期純利益率

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 3,077 ( ― ) 25,083 84 24,510  81 28.7 6.3 4.3

16年12月期 △12,230 ( ― ) △109,614 57  ―  ― △120.7 7.0 5.7

    
(3)連結キャッシュ・フローの状況（１ページ） 

訂正前 

 
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

17年12月期 △7,941 6,531 1,169 20,639

16年12月期 11,246 △23,407 23,972 20,356

 
訂正後 

 
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

17年12月期 △6,088 4,267 1,966 20,639

16年12月期 11,246 △23,407 23,972 20,356

 
 

－ 1 － 

 

 



３．経営成績 

 １．事業全般の概況（７ページ） 

訂正前 

増減 

 前期実績 当期実績 金額 伸長率 

売上高 10,161 41,986 31,825 313コンビニエンス 

ストア事業 
営業利益 489 2,181 1,692 346

売上高 12,514 35,935 23,421 187スーパーマーケット

事業 
営業利益 513 1,088 575 112

売上高 5,114 5,488 374 7.3
その他 

営業利益 1,348 △756 △2,104 △156.1

売上高 (5,162) (11,109) (5,947) 115.2
消去又は全社 

営業利益 2,946 3,046 （100） 3.4

売上高 80,465 148,373 67,908 84.4
連結合計 

営業利益 4,698 6,580 1,882 40.1

 

 

訂正後 

増減 

 前期実績 当期実績 金額 伸長率 

売上高 10,161 41,986 31,825 313.2コンビニエンス 

ストア事業 
営業利益 489 2,181 1,692 346.0

売上高 12,514 35,935 23,421 187.2スーパーマーケット

事業 
営業利益 513 1,088 575 112.1

売上高 5,114 5,488 374 7.3
その他 

営業利益 1,348 △756 △2,104  －

売上高 (5,162) (11,109) (5,947) 115.2
消去又は全社 

営業利益 (2,946) (3,046) （100） 3.4

売上高 80,465 148,373 67,908 84.4
連結合計 

営業利益 4,698 6,580 1,882 40.1

 

 

３．経営成績 

 ２．キャッシュ・フローの状況（10ページ） 

訂正前 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は△7,941百万円（前年同期比19,187百万円減）となりました。これは、期末日現在にお

いて、買掛金の支払を月跨ぎより期内支払いに変更したことによります。  

－ 2 － 

 

 



 

（投資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・フローは6,531百万円（前年同期比29,939百万円増）となりました。これは前期におきま

しては子会社取得資金を要しましたことに加え、当連結会計期間におきましては固定資産の流動化を実施したことによ

ります反動増であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果増加した資金は1,169百万円（前年同期比22,802百万円減）となりました。これは前期におきましては

子会社取得のための調達を実施したことによります反動減であります。 

 

 

 

訂正後 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は△6,088百万円（前年同期比17,334百万円減）となりました。これは、期末日現在にお

いて、買掛金の支払を月跨ぎより期内支払いに変更したことによります。  

 

（投資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・フローは4,267百万円（前年同期比27,674百万円増）となりました。これは前期におきま

しては子会社取得資金を要しましたことに加え、当連結会計期間におきましては固定資産の流動化を実施したことによ

ります反動増であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果増加した資金は1,966百万円（前年同期比22,006百万円減）となりました。これは前期におきましては

子会社取得のための調達を実施したことによります反動減であります。 

 

－ 3 － 

 

 



４．連結財務諸表等 

(2) 連結損益計算書 （16ページ） 

訂正前 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  316,422   733,497   417,075

２．新株発行費  49,794   －   △49,794

３．賃貸不動産家賃  455,070   421,454   △33,616

４．その他  71,568 892,855 1.1 220,696 1,375,648 0.9 482,793

経常利益   4,566,969 5.7  6,370,837 4.2 1,803,868

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※１ 28,401 124,014   95,613

２．投資有価証券売却益  － 156,712   15,716

３．受取補償金  － 168,360   168,360

４．関係会社株式売却益  1,803,768 －   △1,803,768

５．金利スワップ解約益  － 365,252   365,252

６．過年度割戻金  － 179,698   179,698

７．その他  64,546 1,896,717 2.4 106,555 1,100,594 0.7 △796,123

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 2,155,733   288,086   △1,867,647

２．固定資産売却損  72,692   103,170   30,478

３．加盟契約解除損  214,056   78,019   △136,037

４．割戻契約解除損  －   177,021   177,021

５．商品廃棄損  －   178,656   178,656

６．連結調整勘定償却額  14,097,446   －   14,097,446

７．店舗閉店損  －   425,908   425,908

８．その他  1,745,591 18,285,520 22.7 239,664 1,490,526 1.0 △16,794,994

税金等調整前当期純
利益又は当期純損失
(△) 

  △11,821,834 △14.7  5,980,905 4.0 17,802,739

法人税、住民税及び
事業税 

 1,068,143   2,414,144   －

法人税等調整額  △169,285 898,858 1.1 △154,198 2,259,946 1.5 1,361,088

少数株主利益又は少
数株主損失(△） 

  489,982 0.6  △643,907 △0.4 △1,133,889

当期純利益又は当期
純損失(△) 

  △12,230,709 △15.2  3,077,051 2.0 15,307,760

        

－ 4 － 

 



訂正後 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  316,422   733,497   417,075

２．新株発行費  49,794   －   △49,794

３．賃貸不動産家賃  455,070   421,454   △33,616

４．その他  71,568 892,855 1.1 220,696 1,375,648 0.9 482,793

経常利益   4,566,969 5.7  6,370,837 4.3 1,803,868

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※１ 28,401 124,014   95,613

２．投資有価証券売却益  － 156,712   156,712

３．受取補償金  － 168,360   168,360

４．関係会社株式売却益  1,803,768 －   △1,803,768

５．金利スワップ解約益  － 365,252   365,252

６．過年度割戻金  － 179,698   179,698

７．その他  64,546 1,896,717 2.4 106,555 1,100,594 0.7 △796,123

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 2,155,733   288,086   △1,867,647

２．固定資産売却損 ※３ 72,692   103,170   30,478

３．加盟契約解除損  214,056   78,019   △136,037

４．割戻契約解除損  －   177,021   177,021

５．商品廃棄損  －   178,656   178,656

６．連結調整勘定償却額  14,097,446   －   △14,097,446

７．店舗閉店損  －   425,908   425,908

８．その他  1,745,591 18,285,520 22.7 239,664 1,490,526 1.0 △16,794,994

税金等調整前当期純
利益又は当期純損失
(△) 

  △11,821,834 △14.7  5,980,905 4.0 17,802,739

法人税、住民税及び
事業税 

 1,068,143   2,414,144   

法人税等調整額  △169,285 898,858 1.1 △154,198 2,259,946 1.5 1,361,088

少数株主利益又は少
数株主損失(△） 

  △489,982 △0.6  643,907 0.4 1,133,889

当期純利益又は当期
純損失(△) 

  △12,230,709 △15.2  3,077,051 2.0 15,307,760

        

 

－ 5 － 

 

 



４．連結財務諸表等 

(4) 連結キャッシュ・フロ－計算書 

営業活動によるキャッシュ・フロー（18ページ） 

訂正前 

 

前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

対前年比 
科  目 

注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 増減(千円)

Ⅰ 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または純損失

(△)  △11,821,834 5,980,905 

減価償却費  1,887,288 3,516,664 

連結調整勘定償却額  14,246,838 163,291 

有価証券売却益  △1,803,768 － 

有形固定資産除却損  2,155,733 288,086 

有形固定資産売却益  － △20,843 

有形固定資産売却損  72,692 － 

貸倒引当金の増減額(△は減少)  130,084 155,984 

賞与引当金の減少額  △301,206 △235,255 

退職給付引当金の増加額  111,146 51,693 

役員退職慰労引当金の減少額  △101,530 △700 

受取利息及び受取配当金  △41,591 △130,194 

支払利息  316,422 733,497 

新株発行費  49,794 － 

為替差益  △14,100 50,733 

売上債権の増減額(△は増加)  677,435 △3,525,052 

たな卸資産の増加額  △696,622 △989,995 

前払費用の増加額  △362,898 － 

仕入債務の増加額(△は減少)  9,835,473 △7,884,824 

その他の流動資産の増加額  △1,117,100 △694,579 

未払金の増減額(△は減少)  △106,140 459,190 

その他の流動負債の増加額  1,298,347 1,493,869 

閉店損失引当金の増減額(△は減少)  － △1,055,198 

投資有価証券売却損益  － △156,712 

未収入金の増減額(△は増加)  － △2,228,468 

預かり金の増減額(△は減少)  － △555,855 

その他固定負債の増減額(△は減少)  － △1,879 

その他  △1,439,021 △907,174 

  小計  12,975,442 △5,492,817 △18,468,259

 利息及び配当金の受取額  18,555 130,194 

 利息の支払額  △260,638 △669,284 

 リース解約損支払額  － △5,191 

 法人税等の支払額  △1,487,245 △1,904,603 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  11,246,114 △7,941,701 △19,187,815

    

 

－  － 

 

6



訂正後 

 

前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

対前年比 
科  目 

注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減(千円)

Ⅰ 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または純損失

(△)  △11,821,834 5,980,905 

減価償却費  1,887,288 3,516,664 

連結調整勘定償却額  14,246,838 163,291 

有価証券売却益  △1,803,768 △156,712

有形固定資産除却損  2,155,733 288,086 

有形固定資産売却益  － △124,014

有形固定資産売却損  72,692 103,170

貸倒引当金の増加額  130,084 157,231

賞与引当金の減少額  △301,206 △234,311

退職給付引当金の増加額  111,146 51,693 

役員退職慰労引当金の減少額  △101,530 △700 

受取利息及び受取配当金  △41,591 △130,194 

支払利息  316,422 733,497 

新株発行費  49,794 － 

為替差益  △14,100 △5,147

売上債権の増減額(△は増加)  677,435 △3,678,493

たな卸資産の増加額  △696,622 △1,381,569

前払費用の増減額（△は増加）  △362,898 69,280

仕入債務の増減額(△は減少)  9,835,473 △7,437,293

その他の流動資産の増加額  △1,117,100 △3,422,180

未払金の増減額(△は減少)  △106,140 3,251,866

その他の流動負債の増加額  1,298,347 620,341

その他  △1,439,021 △1,864,222

  小計  12,975,442 △3,498,809 △16,474,251

 利息及び配当金の受取額  18,555 130,194 

 利息の支払額  △260,638 △684,719

 リース解約損支払額  － △48,890

 法人税等の支払額  △1,487,245 △1,986,349

 営業活動によるキャッシュ・フロー  11,246,114 △6,088,574 △17,334,688

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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 (4) 連結キャッシュ・フロ－計算書 

投資活動によるキャッシュ・フロー（19ページ） 

訂正前 

 

前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

対前年比 
科  目 

注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減(千円)

Ⅱ 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  △121,011 △151,012 

  定期預金の戻入による収入  121,011 151,011 

  有形固定資産の取得による支出 ※4 △2,594,870 △6,473,016 

  有形固定資産の売却による収入  51,487 12,434,963 

 投資有価証券の取得による支出  △38,250 △294,254 

 投資有価証券の売却による収入  1,500,000 447,063 

 出資金の売却による収入  － 110 

 連結子会社株式の追加取得による支出  △3,750,028 － 

 連結子会社株式の売却による収入  3,325,792 － 

 営業譲受による支出 ※3 △153,551 － 

 貸付による支出  △7,255 － 

 貸付金の回収による収入  28,592 － 

 ソフトウェアの取得による支出  △138,201 － 

 長期前払費用の取得による支出  △143,559 1,788,997 

 敷金・保証金の取得による支出  △690,266 △2,098,756 

 敷金・保証金の返還による収入  360,753 932,852 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

取得による支出 ※2 
△21,000,401 － 

 その他  △157,887 △206,321 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △23,407,647 6,531,637 29,939,284

   

 

－  － 
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訂正後 

 

前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

対前年比 
科  目 

注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減(千円)

Ⅱ 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  △121,011 △151,012 

  定期預金の戻入による収入  121,011 151,011 

  有形固定資産の取得による支出 ※3 △2,594,870 △3,923,866

  有形固定資産の売却による収入  51,487 11,569,517

 投資有価証券の取得による支出  △38,250 △294,254 

 投資有価証券の売却による収入  1,500,000 447,063 

 連結子会社株式の追加取得による支出  △3,750,028 － 

 連結子会社株式の売却による収入  3,325,792 － 

 営業譲受による支出  △153,551 － 

 貸付による支出  △7,255 △652,467

 貸付金の回収による収入  28,592 458,091

 ソフトウェアの取得による支出  △138,201 △507,261

 長期前払費用の取得による支出  △143,559 △1,845,331

 敷金・保証金の取得による支出  △690,266 △944,103

 敷金・保証金の返還による収入  360,753 206,860

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

取得による支出 ※2 
△21,000,401 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金

の売却による収入  － 222,044

 その他  △157,887 △469,016

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △23,407,647 4,267,276 27,674,923

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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(4) 連結キャッシュ・フロ－計算書 

財務活動によるキャッシュ・フロー（20ページ） 

訂正前 

 

前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

対前年比 
科  目 

注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 短期借入金の純増加額  100,000 △8,169,912 

 長期借入金の借入による収入  16,471,000 19,134,273 

 長期借入金の返済による支出  △1,964,000 △9,476,500 

 社債の発行による収入  － 1,992,750 

 社債の償還による支出  － － 

 株式の発行による収入  10,330,040 280,025 

 少数株主からの払込による収入  － 13,227 

 自己株式の取得による支出  △168,950 － 

 配当金の支払額  △258,663 △306,085 

少数株主への配当金支払額  － △33,042 

 割賦購入未払金の返済による支出  △902,977 △2,264,906 

 その他  366,342 － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  23,972,792 1,169,830 △22,802,962

   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  5,542 △42,294 △47,836

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  11,816,800 282,528 △11,534,272

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  8,540,134 20,356,935 11,816,801

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 ※1 20,356,935 20,639,463 282,528

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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訂正後 

 

前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

対前年比 
科  目 

注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減(千円)

Ⅲ 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）  100,000 △8,079,912

 割賦購入未払金の返済による支出  △902,977 △1,922,755

 長期借入金の借入による収入  16,471,000 20,756,210

 長期借入金の返済による支出  △1,964,000 △11,098,436

 社債の発行による収入  － 1,992,750 

 株式の発行による収入  10,330,040 280,025 

 少数株主からの払込による収入  － 13,227 

 自己株式の取得による支出  △168,950 － 

 配当金の支払額  △258,663 △305,305

 少数株主への配当金支払額  － △34,652

 その他  366,342 365,252

 財務活動によるキャッシュ・フロー  23,972,792 1,966,403 △22,006,389

   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  5,542 137,423 131,881

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  11,816,800 282,528 △11,534,272

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  8,540,134 20,356,935 11,816,801

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 ※1 20,356,935 20,639,463 282,528

   

－  － 
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追加情報（26ページ） 

訂正前 

記載ありません。 

 

訂正後 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ────── （法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以

降に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が273,188千円増加し

ております。

 

 

－  － 
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注記事項 

連結損益計算書関係（27ページ） 

訂正前 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 固定資産売却益の内訳 ※１ 固定資産売却益の内訳 

 
建物 285千円

土地 23,794 

その他 4,321 

計 28,401千円

  

 
建物 7,278千円

器具及び備品 513 

その他 156,712 

計 164,504千円

  
※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 

 
建物 734,474千円

器具及び備品 60,538 

解体費用 1,003,072 

その他 357,649 

計 2,155,733千円

  

 
建物 154,425千円

器具及び備品 43,665 

解体費用 123,769 

  

計 321,860千円

  
 

訂正後 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 固定資産売却益の内訳 ※１ 固定資産売却益の内訳 

 
建物 285千円

土地 23,794 

その他 4,321 

計 28,401千円

  

 
建物 99,820千円

器具及び備品 24,125 

その他 68 

計 124,014千円

  
※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 

 
建物 734,474千円

器具及び備品 60,538 

解体費用 1,003,072 

その他 357,649 

計 2,155,733千円

 

 
建物 231,883千円

器具及び備品 56,043 

その他 159 

  

計 288,086千円

  
 ※３ 固定資産売却損の内訳

  
建物 83,043千円

器具及び備品 20,070 

その他 57 

計 103,170千円

 

 

 

－  － 
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注記事項 

連結キャッシュ・フロー計算書関係（29ページ） 

訂正前 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  

※３．重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に新たに計上した割賦購入未払金の

額は、226,588千円であります。 

※３．重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に新たに計上した割賦購入未払金の

額は、814,347千円であります。 

 

訂正後 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  

※３．重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に新たに計上した割賦購入未払金の

額は、226,588千円であります。 

※３．重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に新たに計上した割賦購入未払金の

額は、1,631,089千円であります。 

 

 

－  － 
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注記事項 

有価証券（31ページ） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

訂正前 

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円）
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円）

(1）株式 597,993 1,025,932 427,939 698,693 1,682,800 984,106

(2)債券       

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 200,000 214,240 14,240 200,000 206,800 6,800

(3)その他 － － －  

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

小計 797,993 1,240,172 442,179 898,693 1,889,600 990,907

(1)株式 77,845 62,604 △15,241 － － －

(2)債券       

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

小計 77,845 62,604 △15,241 － － －

合計 875,838 1,302,776 426,938 868,693 1,889,600 990,907

 

訂正後 

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円）
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円）

(1）株式 597,993 1,025,932 427,939 698,693 1,682,800 984,106

(2)債券       

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 200,000 214,240 14,240 200,000 206,800 6,800

(3)その他 － － －  

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

小計 797,993 1,240,172 442,179 898,693 1,889,600 990,907

(1)株式 77,845 62,604 △15,241 － － －

(2)債券       

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

小計 77,845 62,604 △15,241 － － －

合計 875,838 1,302,776 426,938 898,693 1,889,600 990,907

 

  

－  － 
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注記事項 

税効果会計（35ページ） 

訂正前 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(1)流動の部 (1)流動の部 １．繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生の主な原因

別の内訳 

 
（繰延税金資産）   

未払事業税否認額 80,263千円

未払事業所税否認額 18,916 

賞与引当金繰入超過額 155,719 

商品評価額 166,018 

その他 99,588 

繰延税金資産小計 519,588千円

評価性引当金 116,456千円

繰延税金資産合計 403,509千円

（繰延税金負債）   

貸倒引当金調整額 628千円

その他 1,830 

繰延税金負債合計 2,458 

繰延税金資産（流動）

の純額 401,051千円

  

 
（繰延税金資産）   

未払事業税否認額 159,991千円

未払事業所税否認額 4,802 

賞与引当金繰入超過額 22,351 

商品評価額 77,130 

その他 499,592 

繰延税金資産小計 763,866千円

評価性引当金 △4,856千円

繰延税金資産合計 759,010千円

   

  

  

  

  

  

 (2)固定の部 (2)固定の部 

  
（繰延税金資産）   

前受収益加算 3,229千円

預り金否認額 55,041 

繰越欠損金 10,822,621 

投資有価証券評価損否

認 
84,265 

貸倒引当金 1,127,751 

その他 910,957 

繰延税金資産小計 13,003,866 

評価性引当金 12,536,187 

繰延税金資産合計 467,678千円

（繰延税金負債）   

有価証券評価差額 173,555千円

繰延税金負債合計 173,555千円

繰延税金資産（固定）

の純額 294,123千円

   

 
（繰延税金資産）   

繰越欠損金 4,402,661 

投資有価証券評価損否

認 
84,327 

減価償却費超過額 179,019 

その他 519,157 

繰延税金資産小計 5,185,163 

評価性引当金 △4,405,413 

繰延税金資産合計 779,750千円

（繰延税金負債）   

有価証券評価差額 537,584千円

繰延税金負債合計 537,584千円

繰延税金資産（固定）

の純額 242,166千円

  

－  － 
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訂正後 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(1)流動の部 (1)流動の部 １．繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生の主な原因

別の内訳 

 
（繰延税金資産）   

未払事業税否認額 80,263千円

未払事業所税否認額 18,916 

賞与引当金繰入超過額 155,719 

商品評価損 166,018 

その他 99,588 

繰延税金資産小計 519,588千円

評価性引当金 116,456千円

繰延税金資産合計 403,509千円

（繰延税金負債）   

貸倒引当金調整額 628千円

その他 1,830 

繰延税金負債合計 2,458 

繰延税金資産（流動）

の純額 
401,051千円

  

 
（繰延税金資産）   

未払事業税否認額 186,853千円

未払事業所税否認額 26,199 

賞与引当金繰入超過額 47,242 

商品評価損 77,130 

前受収益否認 213,141 

その他 91,551 

繰延税金資産小計 642,115千円

評価性引当金 △46,074千円

繰延税金資産合計 596,041千円

   

  

  

  

  

  
 (2)固定の部 (2)固定の部 

  
（繰延税金資産）   

前受収益加算 3,229千円

預り金否認額 55,041 

繰越欠損金 10,822,621 

投資有価証券評価損否

認 
84,265 

貸倒引当金 1,127,751 

その他 910,957 

繰延税金資産小計 13,003,866 

評価性引当金 12,536,187 

繰延税金資産合計 467,678千円

（繰延税金負債）   

有価証券評価差額 173,555千円

繰延税金負債合計 173,555千円

繰延税金資産（固定）

の純額 294,123 千円

   

 
（繰延税金資産）   

繰越欠損金 4,184,085 

投資有価証券評価損否

認 
84,327 

減価償却費超過額 179,019 

退職給付引当金 82,888 

閉店損失引当金繰入否

認額
195,097

 

貸倒引当金繰入超過額 1,211,455 

その他 305,505 

繰延税金資産小計 6,242,375 

評価性引当金 △5,675,359 

繰延税金資産合計 567,016千円

（繰延税金負債）   

有価証券評価差額 537,584千円

繰延税金負債合計 537,584千円

繰延税金資産（固定）

の純額 29,431 千円

  
 

－  － 
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自平成17年１月１日至平成17年12月31日）(38ページ) 

訂正前 

 外食事業   

 直営事業   

 

牛角 

(千円) 

フランチャイズ

事業 

(千円) 

ＦＣ店舗工事

関係事業 

(千円) 

ＦＣ店舗物流

関係事業 

(千円) 

計 

(千円) 

コンビニエンスス

トア事業 

(千円) 

スーパーマー

ケット事業 

(千円) 

Ⅰ.売上高及び営業利益        

 売上高        

 (1)外部顧客に対する 

    売上高 32,446,103 5,801,929 3,371,635 23,988,539 65,608,208 41,972,913 35,935,911

 (2)セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 － － 61,075 10,403,093 10,464,168 13,676 

計 32,446,103 5,801,929 3,432,710 34,391,632 76,072,376 41,986,589 35,935,911

 営業費用 30,349,950 2,223,177 3,220,632 33,165,457 68,959,218 39,805,198 34,847,686

 営業利益(又は営業 

 損失) 2,096,153 3,578,751 212,078 1,226,174 7,113,157 2,181,391 1,088,224

Ⅱ.資産、減価償却費 

 及び資本的支出        

 資産 29,037,403 867,811 2,825,461 9,282,446 42,013,123 41,555,590 16,322,611

 減価償却費 862,056 79,082 13,513 19,769 974,422 2,014,417 385,737

 資本的支出 2,892,165 19,894 67,699 22,447 3,002,206 2,056,287 366,546

 

 

その他 

(千円) 

合計 

(千円) 

消去又は全社

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ.売上高及び営業利益 
 

 
  売上高 

 
 

  (1)外部顧客に対する 

   売上高 4,856,071 148,373,104 - 148,373,104

(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 631,946 11,109,790 （11,109,790） -

計 5,488,017 159,482,894 （11,109,790） 148,373,104

 営業費用 6,244,206 149,856,309 （8,063,519） 141,792,790

 営業利益(又は 

 営業損失) △756,189 9,626,584 （3,046,271） 6,580,313

Ⅱ.資産、減価償却費 

  及び資本的支出 

 資産 59,997,744 159,889,069 （57,907,878） 101,981,191

 減価償却費 12,021 3,386,597 130,066 3,516,664

 資本的支出 65,810 5,490,851 436,913 5,927,764

 

－  － 
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 訂正後 

 外食事業   

 直営事業   

 

牛角 

(千円) 

フランチャイズ

事業 

(千円) 

ＦＣ店舗工事

関係事業 

(千円) 

ＦＣ店舗物流

関係事業 

(千円) 

計 

(千円) 

コンビニエンスス

トア事業 

(千円) 

スーパーマー

ケット事業 

(千円) 

Ⅰ.売上高及び営業利益        

 売上高        

 (1)外部顧客に対する 

    売上高 32,446,103 5,801,929 3,371,635 23,988,539 65,608,208 41,972,913 35,935,911

 (2)セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 － － 61,075 10,403,093 10,464,168 13,676 －

計 32,446,103 5,801,929 3,432,710 34,391,632 76,072,376 41,986,589 35,935,911

 営業費用 30,349,950 2,223,177 3,220,632 33,165,457 68,959,218 39,805,198 34,847,686

 営業利益(又は営業 

 損失) 2,096,153 3,578,751 212,078 1,226,174 7,113,157 2,181,391 1,088,224

Ⅱ.資産、減価償却費 

 及び資本的支出        

 資産 19,269,345 778,091 2,760,292 9,282,446 32,090,176 41,555,590 16,322,611

 減価償却費 862,056 79,082 13,513 19,769 974,422 2,014,417 385,737

 資本的支出 3,105,170 19,894 69,106 60,316 3,254,487 2,056,287 366,546

 

 

その他 

(千円) 

合計 

(千円) 

消去又は全社

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ.売上高及び営業利益 
 

 
  売上高 

 
 

  (1)外部顧客に対する 

   売上高 4,856,071 148,373,104 － 148,373,104

(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 631,946 11,109,790 （11,109,790） －

計 5,488,017 159,482,894 (11,109,790) 148,373,104

 営業費用 6,244,206 149,856,309 (8,063,519) 141,792,790

 営業利益(又は 

 営業損失) △756,189 9,626,584 （3,046,271） 6,580,313

Ⅱ.資産、減価償却費 

  及び資本的支出 

 資産 959,888 90,928,267 10,868,359 101,796,626

 減価償却費 11,308 3,385,885 130,779 3,516,664

 資本的支出 71,339 5,748,661 460,523 6,209,184

 

－  － 
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重要な後発事象（42ページ） 

訂正前                       訂正後 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．平成17年11月18日開催の取締役会において、平成18年2

月20日付をもって、投資単位の引下げと流通株式の増

加により、投資しやすい環境の整備と当社株式の流通

活性化および株主数の増加を図るため、株式を分割す

ること決議いたしました。 

(1) 平成18年2月20日付けをもって普通株式１株を２株に
分割する 

① 分割により増加する株式数 
普通株式とし平成17年12月31日[ただし、当日 は名義
書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30

日]最終の発行済株式数に１を乗じた株式数とする。

② 分割の方法 
平成17年12月31日[ただし、当日は名義書換代理人の

休業日につき、実質上は平成17年12月30日]最終の株

主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有普

通株式１株につき２株の分割をもって分割する。 

(2) 配当起算日 
平成18年１月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．平成17年11月18日開催の取締役会において、平成18年

2月20日付をもって、投資単位の引下げと流通株式の増

加により、投資しやすい環境の整備と当社株式の流通

活性化および株主数の増加を図るため、株式を分割す

ること決議いたしました。 

(1) 平成18年2月20日付けをもって普通株式１株を２株に
分割する 

① 分割により増加する株式数 
普通株式とし平成17年12月31日[ただし、当日 は名義
書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30

日]最終の発行済株式数に１を乗じた株式数とする。

② 分割の方法 
平成17年12月31日[ただし、当日は名義書換代理人の

休業日につき、実質上は平成17年12月30日]最終の株

主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有普

通株式１株につき２株の分割をもって分割する。 

(2) 配当起算日 
平成18年１月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期

における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定し

た場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

36,757円87銭 50,435円12銭

１株当たり当期純損失 １株当たり当期純利益

54,807円28銭 12,541円92銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

12,255円40銭

なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額

については、潜在株式は

存在するものの、１株当

たり当期純損失であるた

め記載しておりません。
 

 

－  － 
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訂正前                       訂正後 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

２． 平成17年12月13日開催の取締役会において、平成18年2

月21日を期して、首都圏と関西を中心に高級スーパー

マーケット事業を展開する株式会社成城石井を、株式交

換により完全子会社化することを決定いたしました。 

 同社は2004年10月に創業者一族からの株式譲渡によ

り、当社が経営権を取得し連結子会社化したものであり

ます。 

 現在当社グループでは、外食事業に続き小売事業にお

いてもコンビニエンス・ストア（CVS）多業態戦略を基

軸とした中長期の成長戦略を描いており、従来の高級

スーパーマーケット事業に加え同社のブランド力を活か

した高級コンビニエンス・ストアとして成城マーケット

を展開する予定であります。 

 そのような背景から、同社は今後のグループ成長戦略

において極めて重要な位置づけとなり、グループ経営の

機動性、親和性などを高めることが、中期経営計画の実

現に大きく寄与するものと判断いたしました。 

（１）株式交換の条件等 

①株式交換の日程 

平成17年12月13日 株式交換契約書の承認取締役会 

平成17年12月13日 株式交換契約書の締結 

平成18年２月21日(予定） 株式交換日・株券交付日 

(注) 株式会社レックス・ホールディングスは簡易株式交
換のため、株式交換契約書の承認株主総会は行いま

せん。  

②株式交換比率 

1.株式の割当比率 

  株式会社レックス・ホールディングス 

            （完全親会社）  1 

 株式会社成城石井    (完全子会社) 0.0056   
  株式会社成城石井株式１株につき、株式会社レック

ス・ホールディングス株式0.0056株を割当交付しま

す。ただし、株式会社レックス・ホールディングスが

保有する株式会社成城石井の普通株式3,892,259株に

ついては、割当交付を行いません。なお、交換比率は

平成18年2月20日に予定している株式会社レックス・

ホールディングスの株式分割の効力発生後の発行済株

式総数を前提としたものです。    

2.株式の交換比率の算定根拠 

  株式会社レックス・ホールディングスは日興コー

ディアル証券株式会社に、株式会社成城石井は朝日ビ

ジネスソリューション株式会社に、それぞれ株式交換

比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として両社

間で協議し、決定しました。 

２． 平成17年12月13日開催の取締役会において、平成18年

2月21日を期して、首都圏と関西を中心に高級スーパー

マーケット事業を展開する株式会社成城石井を、株式交

換により完全子会社化することを決定いたしました。 

 同社は2004年10月に創業者一族からの株式譲渡によ

り、当社が経営権を取得し連結子会社化したものであり

ます。 

 現在当社グループでは、外食事業に続き小売事業にお

いてもコンビニエンス・ストア（CVS）多業態戦略を基

軸とした中長期の成長戦略を描いており、従来の高級

スーパーマーケット事業に加え同社のブランド力を活か

した高級コンビニエンス・ストアとして成城マーケット

を展開する予定であります。 

 そのような背景から、同社は今後のグループ成長戦略

において極めて重要な位置づけとなり、グループ経営の

機動性、親和性などを高めることが、中期経営計画の実

現に大きく寄与するものと判断いたしました。 

（１）株式交換の条件等 

①株式交換の日程 

平成17年12月13日 株式交換契約書の承認取締役会 

平成17年12月13日 株式交換契約書の締結 

平成18年２月21日(予定） 株式交換日・株券交付日 

(注) 株式会社レックス・ホールディングスは簡易株式
交換のため、株式交換契約書の承認株主総会は行

いません。  

②株式交換比率 

1.株式の割当比率 

  株式会社レックス・ホールディングス 

            （完全親会社）  1 

 株式会社成城石井    (完全子会社) 0.0056   
  株式会社成城石井株式１株につき、株式会社レッ

クス・ホールディングス株式0.0056株を割当交付し

ます。ただし、株式会社レックス・ホールディング

スが保有する株式会社成城石井の普通株式3,892,259

株については、割当交付を行いません。なお、交換

比率は平成18年2月20日に予定している株式会社レッ

クス・ホールディングスの株式分割の効力発生後の

発行済株式総数を前提としたものです。    

2.株式の交換比率の算定根拠 

  株式会社レックス・ホールディングスは日興コー

ディアル証券株式会社に、株式会社成城石井は朝日

ビジネスソリューション株式会社に、それぞれ株式

交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考とし

て両社間で協議し、決定しました。 

 

 

－  － 
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訂正前                       訂正後 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

3.第三者機関による算定結果算定方法及び算定根拠 

  日興コーディアル証券株式会社は株式会社レック

ス・ホールディングスについて、市場株価方式によ

る分析を行い、株式会社成城石井について、DCF方式

及び修正簿価純資産方式による分析を行い、その結

果を総合的に勘案して株式会社レックス・ホール

ディングス及び株式会社成城石井の株式交換比率を

算定いたしました。 

4.株式交換により割当交付する株式数  

  株式会社レックス・ホールディングスは株式交換

に際し、普通株式9,282.77株を発行し、株式会社

レックス・ホールディングスを除く株式会社成城石

井の株主に割当てます。   

5.交付株式に対する配当起算日 

平成18年１月１日 

③株式交換交付金 

 該当事項はありません。  

（2）株式交換の当事会社の概要   

 ① 商号 

㈱レックス・ホールディングス（完全親会社） 

 ② 事業内容 

外食事業会社、小売事業会社等の持株会社 

 ③ 設立年月日 

昭和62年6月27日 

 ④ 本店所在地 

東京都港区六本木一丁目８番７号 

 ⑤ 代表者 

代表取締役社長 西山 知義 

 ⑥ 資本金 

8,828百万円 

 ⑦ 発行済株式総数 

123,439株 

 ⑧ 株主資本 

21,981百万円 

3.第三者機関による算定結果算定方法及び算定根拠 

  日興コーディアル証券株式会社は株式会社レック

ス・ホールディングスについて、市場株価方式によ

る分析を行い、株式会社成城石井について、DCF方式

及び修正簿価純資産方式による分析を行い、その結

果を総合的に勘案して株式会社レックス・ホール

ディングス及び株式会社成城石井の株式交換比率を

算定いたしました。 

4.株式交換により割当交付する株式数  

  株式会社レックス・ホールディングスは株式交換

に際し、普通株式9,282.77株を発行し、株式会社

レックス・ホールディングスを除く株式会社成城石

井の株主に割当てます。   

5.交付株式に対する配当起算日 

平成18年１月１日 

③株式交換交付金 

 該当事項はありません。  

（2）株式交換の当事会社の概要   

 ① 商号 

株式会社 成城石井 

 ② 事業内容 

食料品専門スーパーマーケット、輸入、卸販売、

スーパーマーケット事業ソフトの販売・指導 

③ 規模（平成17年12月期） 

売上高   35,493百万円 

経常利益   1,140百万円 

総資産   16,277百万円 

純資産   10,620百万円 

資本金      340百万円 

 

 

 

－  － 
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１．平成17年12月期の業績（平成17年1月1日～平成17年12月31日）（45ページ） 
(1)経営成績  

訂正前  

 
 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 10,856 (△65.9) 244 (△88.4) 387 (△80.6)

16年12月期 31,977 (△21.8) 2,112 (△43.2) 2,000 (△45.5)

 訂正後  
  
 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 10,856 (△66.0) 244 (△88.4) 387 (△80.6)

16年12月期 31,977 (△21.8) 2,112 (△43.2) 2,000 (△45.5)

   
(1)経営成績  

訂正前  

 

 当期純利益 
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

株主資本 

当期純利益率

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 568 (458.4) 4,633 75 4,527 89 1.2 0.7 3.6

16年12月期 101 (△94.2) 910 33 888 02 0.6 5.4 6.3

 訂正後  
  

 当期純利益 
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

株主資本 

当期純利益率

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 568 (459.6) 4,633 75 4,527 89 2.6 0.7 3.6

16年12月期 101 (△94.2) 910 33 888 02 0.6 5.4 6.3

      
 

－  － 
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追加情報（57ページ） 

訂正前 

記載ありません。 

 

訂正後 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ────── （経営成績の変動について） 

当社は、平成17年５月２日に持株会社体制へ移行してお

ります。 

 このため、当事業年度の経営成績は前事業年度と比較

して、大きく変動しております。 

 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以

降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

この結果、販売費及び一般管理費が71,205千円増加して

おります。

 

 

－  － 
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注記事項 

貸借対照表関係（58ページ） 

訂正前 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか、次のものがあります。 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか、次のものがあります。 

 
短期貸付金 

買掛金 

114,327

492,807

千円

千円

  

 
短期貸付金 

未収入金 

その他 

未払金 

前受収益 

預り保証金 

1,900,000

329,322

115,624

364,910

9,300

15,702

千円

千円

千円

千円

千円

千円

  
※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

 
授権株式数   普通株式 334,016株

発行済株式総数 普通株式 122,729株

  

 
授権株式数   普通株式 334,016株

発行済株式総数 普通株式 122,029株

  
３ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。 

 この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

３ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。 

 この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 
当座貸越極度額 2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,500,000千円

  

 
当座貸越極度額 2,300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,300,000千円

  
※４ 自己株式  ※４ 自己株式  

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式394株で

あります。  

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式394株で

あります。  

５ 偶発債務 ５ 偶発債務 

債務保証 債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入等

に対し債務保証を行っております。 

 次の関係会社について、金融機関からの借入等

に対し債務保証を行っております。 

 
㈱アートフードインターナ
ショナル 

418,900千円

レッドロブスタージャパン㈱ 29,608千円

㈱レインズフードレーベル 50,000千円

㈱エーエム・ピーエム・ジャ
パン 

467,775千円

  

 
㈱フードレーベル 50,000千円

㈱エーエム・ピーエム・ジャ
パン 

365,715千円

㈱レインズインターナショナ
ル(重畳的債務引受) 

1,838,321千円

  

  ６ 配当制限 

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は16,237

千円であります。 

  ６ 配当制限 

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は196,041

千円であります。 

 

－  － 
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訂正後 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか、次のものがあります。 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか、次のものがあります。 

 
短期貸付金 

買掛金 

114,327

492,807

千円

千円

  

 
未収入金 

短期貸付金 

その他流動資産 

未払金 

前受収益 

預り保証金 

その他流動負債

618,470

19,200,000

115,683

364,910

9,300

15,702

634

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

  
※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

 
授権株式数   普通株式 334,016株

発行済株式総数 普通株式 122,729株

  

 
授権株式数   普通株式 334,016株

発行済株式総数 普通株式 124,029株

  
３ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。 

 この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

３ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。 

 この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 
当座貸越極度額 2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,500,000千円

  

 
当座貸越極度額 2,300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,300,000千円

  
※４ 自己株式  ※４ 自己株式  

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式394株で

あります。  

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式394株で

あります。  

５ 偶発債務 ５ 偶発債務 

債務保証 (1)債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入等

に対し債務保証を行っております。 

 次の関係会社について、金融機関からの借入等

に対し債務保証を行っております。 

 
㈱アートフードインターナ
ショナル 

418,900千円

レッドロブスタージャパン㈱ 29,608千円

㈱レインズフードレーベル 50,000千円

㈱エーエム・ピーエム・ジャ
パン 

467,775千円

  

 
㈱レインズインターナショナ
ル

1,048,671千円

㈱フードレーベル 50,000千円

㈱エーエム・ピーエム・ジャ
パン 

365,715千円

㈱テンポリノベーション 382,229千円

  
 (2)重畳的債務引受による連帯債務保証 

平成17年５月２日付の会社分割により、㈱アート

フードインターナショナル（平成17年５月２日、㈱

レインズインターナショナルに商号変更）が承継し

た債務につき、重畳的債務引受を行っております。

㈱レインズインターナショナ
ル

2,108,850千円

 
  ６ 配当制限 

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は16,237

千円であります。 

  ６ 配当制限 

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は196,041

千円であります。 

 

－  － 
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注記事項 

損益計算書関係（59ページ） 

訂正前 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ その他の営業収入の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※１ その他の営業収入の内訳は以下のとおりでありま

す。 

 
受取販売手数料 1,298,285千円

店舗運営売上 111,872 

その他 86,952 

合計 1,497,110千円

  

 
受取販売手数料 26,158千円

業務代行収入 631,946 

店舗運営売上 59,474 

その他 127,564 

合計 845,142千円

  
※２ その他の営業収入原価の内訳は以下のとおりであ

ります。 

※２ その他の営業収入原価の内訳は以下のとおりであ

ります。 

 
店舗運営原価 89,821千円

その他 31,338 

合計 121,160千円

  

 
店舗運営原価 48,874千円

その他 1,548 

合計 50,422千円

  
  

※３ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

す。 

 

 
器具及び備品 667 

合計 667千円

  

 

  

※４ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

 

 
建物 537,384千円

器具及び備品 21,028 

解体費用 182,218 

その他 2,945 

合計 743,578千円

  

 

  

※５ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※５ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

 
建物 72,622千円

器具及び備品 69 

合計 72,692千円

  

 
建物 22,062千円

合計 22,062千円

  

 

－  － 
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訂正後 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ その他の営業収入の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※１ その他の営業収入の内訳は以下のとおりでありま

す。 

 
受取販売手数料 1,298,285千円

店舗運営売上 111,872 

その他 86,952 

合計 1,497,110千円

  

 
受取販売手数料 26,158千円

業務代行収入 631,946 

店舗運営売上 59,474 

その他 127,564 

合計 845,142千円

  
※２ その他の営業収入原価の内訳は以下のとおりであ

ります。 

※２ その他の営業収入原価の内訳は以下のとおりであ

ります。 

 
店舗運営原価 89,821千円

その他 31,338 

合計 121,160千円

  

 
店舗運営原価 48,874千円

その他 1,548 

合計 50,422千円

  
  

※３ 固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

す。 

 

 
器具及び備品 667 

合計 667千円

  

 

  

※４ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※４ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。

 
建物 537,384千円

器具及び備品 21,028 

解体費用 182,218 

その他 2,945 

合計 743,578千円

  

 
解体費用 2,133千円

合計 2,133千円

 

  

※５ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※５ 固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

 
建物 72,622千円

器具及び備品 69 

合計 72,692千円

  

 
建物 22,062千円

合計 22,062千円

  

 

 

－  － 
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１株当たり指標遡及数値（63ページ） 

訂正前 

平成16年12月期 平成17年12月期 
 

中間 期末 中間 期末 

１株当たり当期純利益 8,291円83銭 19,526円56銭 3,213円86銭      4,598円29銭 

潜在株式調整後１株当たり

純利益 
8,257円51銭 19,470円08銭 3,142円21銭 4,385円98銭 

１株当たり純資産額 54,561円75銭 111,482円60銭 178,502円67銭  180,659円10銭 

 

（参考）遡及修正前の１株当たりの指標 

平成16年12月期 平成17年12月期 
 

中間 期末 中間 期末 

１株当たり当期純利益 8,291円83銭 19,526円56銭 3,213円86銭      4,598円29銭 

潜在株式調整後１株当たり

純利益 
8,257円51銭 19,470円08銭 3,142円21銭 4,385円98銭 

１株当たり純資産額 54,561円75銭 111,482円60銭 178,502円67銭  180,659円10銭 

 

 

訂正後 

記載ありません。 

－  － 
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重要な後発事象（64ページ） 

訂正前                       訂正後 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．平成17年11月18日開催の取締役会において、平成18年2

月20日付をもって、投資単位の引下げと流通株式の増

加により、投資しやすい環境の整備と当社株式の流通

活性化および株主数の増加を図るため、株式を分割す

ること決議いたしました。 

(1) 平成18年2月20日付けをもって普通株式１株を２株に
分割する 

① 分割により増加する株式数 
普通株式とし平成17年12月31日[ただし、当日 は名義
書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30

日]最終の発行済株式数に１を乗じた株式数とする。

② 分割の方法 
平成17年12月31日[ただし、当日は名義書換代理人の

休業日につき、実質上は平成17年12月30日]最終の株

主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有普

通株式１株につき２株の分割をもって分割する。 

(2) 配当起算日 
平成18年１月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．平成17年11月18日開催の取締役会において、平成18年

2月20日付をもって、投資単位の引下げと流通株式の増

加により、投資しやすい環境の整備と当社株式の流通

活性化および株主数の増加を図るため、株式を分割す

ること決議いたしました。 

(1) 平成18年2月20日付けをもって普通株式１株を２株に
分割する 

① 分割により増加する株式数 
普通株式とし平成17年12月31日[ただし、当日 は名義
書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年12月30

日]最終の発行済株式数に１を乗じた株式数とする。

② 分割の方法 
平成17年12月31日[ただし、当日は名義書換代理人の

休業日につき、実質上は平成17年12月30日]最終の株

主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有普

通株式１株につき２株の分割をもって分割する。 

(2) 配当起算日 
平成18年１月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期

における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定し

た場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

88,300円49銭 90,292円59銭

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

455円16銭 2,316円87銭

潜在株式調整後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

444円01銭 2,263円94銭

 

 

－  － 
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重要な後発事象（64ページ） 

訂正前                       訂正後 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

２．平成17年12月13日開催の取締役会において、平成18年2

月21日を期して、首都圏と関西を中心に高級スーパー

マーケット事業を展開する株式会社成城石井を、株式

交換により完全子会社化することを決定いたしまし

た。 

 同社は2004年10月に創業者一族からの株式譲渡によ

り、当社が経営権を取得し連結子会社化したものであ

ります。 

 現在当社グループでは、外食事業に続き小売事業に

おいてもコンビニエンス・ストア（CVS）多業態戦略を

基軸とした中長期の成長戦略を描いており、従来の高

級スーパーマーケット事業に加え同社のブランド力を

活かした高級コンビニエンス・ストアとして成城マー

ケットを展開する予定であります。 

 そのような背景から、同社は今後のグループ成長戦

略において極めて重要な位置づけとなり、グループ経

営の機動性、親和性などを高めることが、中期経営計

画の実現に大きく寄与するものと判断いたしました。

（１）株式交換の条件等 

①株式交換の日程 

平成17年12月13日 株式交換契約書の承認取締役会 

平成17年12月13日 株式交換契約書の締結 

平成18年２月21日(予定） 株式交換日・株券交付日 

(注) 株式会社レックス・ホールディングスは簡易株式交
換のため、株式交換契約書の承認株主総会は行い

ません。  

②株式交換比率 

1.株式の割当比率 

  株式会社レックス・ホールディングス 

            （完全親会社）  1 

 株式会社成城石井    (完全子会社) 0.0056   
  株式会社成城石井株式１株につき、株式会社レッ

クス・ホールディングス株式0.0056株を割当交付し

ます。ただし、株式会社レックス・ホールディング

スが保有する株式会社成城石井の普通株式3,892,259

株については、割当交付を行いません。なお、交換

比率は平成18年2月20日に予定している株式会社レッ

クス・ホールディングスの株式分割の効力発生後の

発行済株式総数を前提としたものです。    

2.株式の交換比率の算定根拠 

  株式会社レックス・ホールディングスは日興コー

ディアル証券株式会社に、株式会社成城石井は朝日

ビジネスソリューション株式会社に、それぞれ株式

交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考とし

て両社間で協議し、決定しました。 

３．平成17年12月13日開催の取締役会において、平成18年2

月21日を期して、首都圏と関西を中心に高級スーパー

マーケット事業を展開する株式会社成城石井を、株式

交換により完全子会社化することを決定いたしまし

た。 

 同社は2004年10月に創業者一族からの株式譲渡によ

り、当社が経営権を取得し連結子会社化したものであり

ます。 

 現在当社グループでは、外食事業に続き小売事業にお

いてもコンビニエンス・ストア（CVS）多業態戦略を基軸

とした中長期の成長戦略を描いており、従来の高級スー

パーマーケット事業に加え同社のブランド力を活かした

高級コンビニエンス・ストアとして成城マーケットを展

開する予定であります。 

 そのような背景から、同社は今後のグループ成長戦略

において極めて重要な位置づけとなり、グループ経営の

機動性、親和性などを高めることが、中期経営計画の実

現に大きく寄与するものと判断いたしました。 

（１）株式交換の条件等 

①株式交換の日程 

平成17年12月13日 株式交換契約書の承認取締役会 

平成17年12月13日 株式交換契約書の締結 

平成18年２月21日(予定） 株式交換日・株券交付日 

(注) 株式会社レックス・ホールディングスは簡易株式交
換のため、株式交換契約書の承認株主総会は行い

ません。  

②株式交換比率 

1.株式の割当比率 

  株式会社レックス・ホールディングス 

            （完全親会社）  1 

 株式会社成城石井    (完全子会社) 0.0056   
  株式会社成城石井株式１株につき、株式会社レッ

クス・ホールディングス株式0.0056株を割当交付し

ます。ただし、株式会社レックス・ホールディング

スが保有する株式会社成城石井の普通株式3,892,259

株については、割当交付を行いません。なお、交換

比率は平成18年2月20日に予定している株式会社レッ

クス・ホールディングスの株式分割の効力発生後の

発行済株式総数を前提としたものです。    

2.株式の交換比率の算定根拠 

  株式会社レックス・ホールディングスは日興コー

ディアル証券株式会社に、株式会社成城石井は朝日

ビジネスソリューション株式会社に、それぞれ株式

交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考とし

て両社間で協議し、決定しました。 
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重要な後発事象（64ページ） 

訂正前                       訂正後 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

3.第三者機関による算定結果算定方法及び算定根拠 

  日興コーディアル証券株式会社は株式会社レック

ス・ホールディングスについて、市場株価方式によ

る分析を行い、株式会社成城石井について、DCF方式

及び修正簿価純資産方式による分析を行い、その結

果を総合的に勘案して株式会社レックス・ホール

ディングス及び株式会社成城石井の株式交換比率を

算定いたしました。 

4.株式交換により割当交付する株式数  

  株式会社レックス・ホールディングスは株式交換

に際し、普通株式9,282.77株を発行し、株式会社

レックス・ホールディングスを除く株式会社成城石

井の株主に割当てます。   

5.交付株式に対する配当起算日 

平成18年１月１日 

③株式交換交付金 

 該当事項はありません。  

（2）株式交換の当事会社の概要   

 ① 商号 

㈱レックス・ホールディングス（完全親会社） 

 ② 事業内容 

外食事業会社、小売事業会社等の持株会社 

 ③ 設立年月日 

昭和62年6月27日 

 ④ 本店所在地 

東京都港区六本木一丁目８番７号 

 ⑤ 代表者 

代表取締役社長 西山 知義 

 ⑥ 資本金 

8,828百万円 

 ⑦ 発行済株式総数 

123,439株 

 ⑧ 株主資本 

21,981百万円 

3.第三者機関による算定結果算定方法及び算定根拠 

  日興コーディアル証券株式会社は株式会社レック

ス・ホールディングスについて、市場株価方式によ

る分析を行い、株式会社成城石井について、DCF方式

及び修正簿価純資産方式による分析を行い、その結

果を総合的に勘案して株式会社レックス・ホール

ディングス及び株式会社成城石井の株式交換比率を

算定いたしました。 

4.株式交換により割当交付する株式数  

  株式会社レックス・ホールディングスは株式交換

に際し、普通株式9,282.77株を発行し、株式会社

レックス・ホールディングスを除く株式会社成城石

井の株主に割当てます。   

5.交付株式に対する配当起算日 

平成18年１月１日 

③株式交換交付金 

 該当事項はありません。  

（2）株式交換の当事会社の概要   

 ① 商号 

株式会社 成城石井 

 ② 事業内容 

食料品専門スーパーマーケット、輸入、卸販売、

スーパーマーケット事業ソフトの販売・指導 

③ 規模（平成17年12月期） 

売上高   35,493百万円 

経常利益   1,140百万円 

総資産   16,277百万円 

純資産   10,620百万円 

資本金      340百万円 
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