
２００６年４月２８日

各　　　　位

会　社　名 株式会社ブルーグラス

代 表 者 名 代表取締役社長　　木村　　保

（ ＪＡＳＤＡＱ・コード　７４７８）

問 合 せ 先 経営管理部長　　　小宮　雅彦

ＴＥＬ（０４３）２１２－６４０７（代表）

２００６年２月期決算短信（非連結）の一部訂正に関するお知らせ

　2006年4月5日に公表いたしました「2006年2月期　決算短信（非連結）」の一部に誤りがござい

ましたので、下記のとおり訂正いたします。

　なお、訂正箇所は　　　を付して表示しております。

記

訂正箇所　（２７ページ）

４．財務諸表等　　注記事項　（関連当事者との取引）

（前　期）　（自　2004年2月21日　　至2005年2月20日）　（１）親会社及び法人主要株主等

（訂正前） 　（単位：千円）

属　性 会社等 住　所 資 本 金 事業の内容 議決権等の 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

の名称 又は職業 被所有割合 兼任等 の関係

賃貸借契約 店舗等の賃借 1,209,978 未払費用 188,653

（被所有） に基づく店 売上代金の 売上預け

 直接 舗及び事務 一時預け 　　　　― 金 623,764

親会社 イオン㈱ 千葉県 51,296,608 総合小売業 67.42%  兼任 　所の賃借 情報処理事務 10,153 未払金 4,252

千葉市  間接 　　1人 情報処理事 の委託等

美浜区 4.64% 　務の委託 保証金の差入 55,377 差入保証金1,096,965

保証金の返還 101,966 　　　― 　　　―

資金の 　　　― 関係会社 2,150,000

寄託運用 預け金

（注）< 略 >

（訂正後） 　（単位：千円）

属　性 会社等 住　所 資 本 金 事業の内容 議決権等の 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

の名称 又は職業 被所有割合 兼任等 の関係

賃貸借契約 店舗等の賃借 1,209,978 未払費用 188,653

（被所有） に基づく店 売上代金の 売上預け

 直接 舗及び事務 一時預け 　　　　― 金 623,764

親会社 イオン㈱ 千葉県 101,798,488 総合小売業 67.42%  兼任 　所の賃借 情報処理事務 10,153 未払金 4,252

千葉市  間接 　　1人 情報処理事 の委託等

美浜区 4.64% 　務の委託 保証金の差入 55,377 差入保証金1,096,965

保証金の返還 101,966 　　　― 　　　―

資金の 　　　― 関係会社 2,150,000

寄託運用 預け金

（注）< 略 >

関係内容

関係内容

－１－



４．財務諸表等　　注記事項　（関連当事者との取引）

（当　期）　（自　2005年2月21日　　至2006年2月20日）　（１）親会社及び法人主要株主等

（訂正前） 　（単位：千円）

属　性 会社等 住　所 資 本 金 事業の内容 議決権等の 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

の名称 又は職業 被所有割合 兼任等 の関係

賃貸借契約 店舗等の賃借 1,231,529 未払費用 199,633

（被所有） に基づく店 売上代金の 売上預け

 直接 舗及び事務 一時預け 　　　　― 金 331,979

親会社 イオン㈱ 千葉県 51,296,608 総合小売業 67.42% なし 　所の賃借 情報処理事務 73,273 未払金 38,498

千葉市  間接 情報処理事 の委託等

美浜区 4.64% 　務の委託 保証金の差入 42,499 差入保証金1,022,590

保証金の返還 112,757 　　　― 　　　―

資金の 1,760,684 関係会社 4,100,000

寄託運用 預け金

（注）< 略 >

（訂正後） 　（単位：千円）

属　性 会社等 住　所 資 本 金 事業の内容 議決権等の 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

の名称 又は職業 被所有割合 兼任等 の関係

賃貸借契約 店舗等の賃借 1,231,529 未払費用 199,633

（被所有） に基づく店 売上代金の 売上預け

 直接 舗及び事務 一時預け 　　　　― 金 331,979

親会社 イオン㈱ 千葉県 101,798,488 総合小売業 67.42% なし 　所の賃借 情報処理事務 73,273 未払金 38,498

千葉市  間接 情報処理事 の委託等

美浜区 4.64% 　務の委託 保証金の差入 42,499 差入保証金1,022,590

保証金の返還 112,757 　　　― 　　　―

資金の 1,760,684 関係会社 4,100,000

寄託運用 預け金

（注）< 略 >

なお、訂正後の２７ページを参考までに別添いたします。

以上

関係内容

関係内容

－２－



（関連当事者との取引）

（前　　期）　（自　2004年2月21日　　至2005年2月20日）

　（1）親会社及び法人主要株主等 　（単位：千円）

属　性 会社等 住　所 資 本 金 事業の内容 議決権等の 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

の名称 又は職業 被所有割合 兼任等 の関係

賃貸借契約 店舗等の賃借 1,209,978 未払費用 188,653

（被所有） に基づく店 売上代金の 売上預け

 直接 舗及び事務 一時預け 　　　　― 金 623,764

親会社 イオン㈱ 千葉県 101,798,488 総合小売業 67.42%  兼任 　所の賃借 情報処理事務 10,153 未払金 4,252

千葉市  間接 　　1人 情報処理事 の委託等

美浜区 4.64% 　務の委託 保証金の差入 55,377 差入保証金1,096,965

保証金の返還 101,966 　　　― 　　　―

資金の 　　　― 関係会社 2,150,000

寄託運用 預け金

　（注）上記の金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針

　親会社との取引は、一般取引と同様、市場価格に基づき交渉のうえ決定しております。

（当　　期）　（自　2005年2月21日　　至2006年2月20日）

　（1）親会社及び法人主要株主等 　（単位：千円）

属　性 会社等 住　所 資 本 金 事業の内容 議決権等の 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

の名称 又は職業 被所有割合 兼任等 の関係

賃貸借契約 店舗等の賃借 1,231,529 未払費用 199,633

（被所有） に基づく店 売上代金の 売上預け

 直接 舗及び事務 一時預け 　　　　― 金 331,979

親会社 イオン㈱ 千葉県 101,798,488 総合小売業 67.42% なし 　所の賃借 情報処理事務 73,273 未払金 38,498

千葉市  間接 情報処理事 の委託等

美浜区 4.64% 　務の委託 保証金の差入 42,499 差入保証金1,022,590

保証金の返還 112,757 　　　― 　　　―

資金の 1,760,684 関係会社 4,100,000

寄託運用 預け金

　（注）上記の金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針
　親会社との取引は、一般取引と同様、市場価格に基づき交渉のうえ決定しております。

（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況）

　前期（自 2004年2月21日　至 2005年2月20日）及び当期（自 2005年2月21日　至 2006年2月20日）

　　　該当事項はありません。

関係内容

関係内容
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