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 平成18年6月14日 

各  位 

会 社 名 株式会社ヤマノ 
ホ ー ル デ ィ ン グ

コーポレーション

代 表 者 名 代表取締役社長 石  塚  三  郎 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号  7571 ） 

問い合わせ先
取締役常務執行役員 

財務本部長   金  木  俊 明 

電 話 番 号 ０３－３３７６－７８７８ 

 

 

(修正)「平成18年３月期決算短信（連結）」の修正について 

 

平成18年5月23日付けで発表いたしました「平成18年３月期決算短信（連結）」の記載内容につ

きまして一部修正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、修正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

 

１．「平成 18年３月期 決算短信(連結)」表紙(１ページ) 

  １．18 年３月期の連結業績(平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日) 

  (1) 連結経営成績 

 

 修正前 

  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 ％ ％ ％

18 年３月期 291 (△40.5) 12 59 12 25 7.6 1.8 0.9

17 年３月期 488 (1,015.5) 24 74 22 47 16.5 3.5 1.9

  

修正後 

  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 ％ ％ ％

18 年３月期 291 (△40.5) 12 59 11 66 7.6 1.8 0.9

17 年３月期 488 (1,015.5) 24 74 22 47 16.5 3.5 1.9
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２．「平成 18年３月期 決算短信(連結)」(18 ページ) 

(2)連結損益計算書 

修正前 

    

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

   至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３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）

Ⅵ 特別利益                

１．前期損益修正益   87,942     1,310      

２．固定資産売却益 ※3 1,116     1,630      

３．投資有価証券売却益   95,807     83,784      

４．債務免除益   13,750     323,955      

５．貸倒引当金戻入益   41,318     161,110      

６．雇用助成金   －     626,500      

６．保険解約返戻金   －     143,791      

７．その他   116,156 356,093 0.7 80,995 1,423,078 2.2 1,066,985

Ⅶ 特別損失                

１．前期損益修正損   88,295     55,860      

２．店舗閉鎖損   －     192,915      

３．固定資産売却損 ※4 47,294     10,747      

４．固定資産除却損 ※5 65,583     165,788      

５．投資有価証券評価損   15,948     37,609      

６．投資有価証券売却損   7,380     732      

７．減損損失 ※6 －     309,494      

８．貸倒引当金繰入額   －     185,383      

９．連結調整勘定償却費   －     213,378      

10．その他   33,521 258,023 0.5 143,894 1,315,805 2.0 1,057,782

税金等調整前当期純利益     1,106,808 2.1   708,971 1.1 △397,836

法人税、住民税及び事業税   384,722     819,620      

法人税等調整額   180,816 565,539 1.1 △116,297 703,322 1.1 137,783

少数株主利益     52,344 0.1   △285,481 △0.4 △337,826

当期純利益     488,924 0.9   291,130 0.4 △197,793
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修正後 

    

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

     至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３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）

Ⅵ 特別利益                

１．前期損益修正益   87,942     1,310      

２．固定資産売却益 ※3 1,116     1,630      

３．投資有価証券売却益   95,807     83,784      

４．債務免除益   13,750     323,955      

５．貸倒引当金戻入益   41,318     161,110      

６．雇用助成金   －     626,500      

７．保険解約返戻金   －     143,791      

８．その他   116,156 356,093 0.7 80,995 1,423,078 2.2 1,066,985

Ⅶ 特別損失                

１．前期損益修正損   88,295     55,860      

２．店舗閉鎖損   －     192,915      

３．固定資産売却損 ※4 47,294     10,747      

４．固定資産除却損 ※5 65,583     165,788      

５．投資有価証券評価損   15,948     37,609      

６．投資有価証券売却損   7,380     732      

７．減損損失 ※6 －     522,872      

８．貸倒引当金繰入額   －     185,383      

９．その他   33,521 258,023 0.5 143,894 1,315,805 2.0 1,057,782

税金等調整前当期純利益     1,106,808 2.1   708,971 1.1 △397,836

法人税、住民税及び事業税   384,722     819,620      

法人税等調整額   180,816 565,539 1.1 △116,297 703,322 1.1 137,783

少数株主利益     52,344 0.1   △285,481 △0.4 △337,826

当期純利益     488,924 0.9   291,130 0.4 △197,793
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３．「平成 18年３月期 決算短信(連結)」(20 ページ) 

(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

 修正前 

    

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

     至 平成 17 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（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   1,106,808 708,971

減価償却費   353,431 456,515

有形固定資産除却損   65,583 164,404

有形固定資産売却損   47,294 10,747

有形固定資産売却益   △1,116 △1,630

営業権償却   81,835 360,506

連結調整勘定償却額   88,521 376,177

貸倒引当金の減少額   △116,201 △42,825

退職給付引当金の減少額   △123,196 △164,583

役員退職慰労引当金の増(減)額   △144,382 9,005

賞与引当金の増加額   35,321 21,727

受取利息及び受取配当金   △16,379 △11,972

支払利息   147,289 204,123

手形売却損   44,057 54,829

投資有価証券売却益   △95,807 △83,784

債務免除益   － △323,955

減損損失   － 309,494

売上債権の(増)減額   △5,443 226,736

たな卸資産の(増)減額   △1,020,156 60,296

仕入債務の減少額   △279,964 △136,447

役員賞与の支払額   △4,200 －

その他   △257,545 24,812

小  計   △94,249 2,223,147

利息及び配当金の受取額   16,379 11,968

利息の支払額   △169,826 △190,672

手形売却損   △44,057 △54,829

法人税等の支払額   △517,144 △652,045

営業活動によるキャッシュ・フロー   △808,900 1,337,569
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 修正前 

    

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

     至 平成 17 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（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   1,106,808 708,971

減価償却費   353,431 456,515

有形固定資産除却損   65,583 164,404

有形固定資産売却損   47,294 10,747

有形固定資産売却益   △1,116 △1,630

営業権償却   81,835 360,506

連結調整勘定償却額   88,521 162,799

貸倒引当金の減少額   △116,201 △42,825

退職給付引当金の減少額   △123,196 △164,583

役員退職慰労引当金の増(減)額   △144,382 9,005

賞与引当金の増加額   35,321 21,727

受取利息及び受取配当金   △16,379 △11,972

支払利息   147,289 204,123

手形売却損   44,057 54,829

投資有価証券売却益   △95,807 △83,784

債務免除益   － △323,955

減損損失   － 522,872

売上債権の(増)減額   △5,443 226,736

たな卸資産の(増)減額   △1,020,156 60,296

仕入債務の減少額   △279,964 △136,447

役員賞与の支払額   △4,200 －

その他   △257,545 24,812

小  計   △94,249 2,223,147

利息及び配当金の受取額   16,379 11,968

利息の支払額   △169,826 △190,672

手形売却損   △44,057 △54,829

法人税等の支払額   △517,144 △652,045

営業活動によるキャッシュ・フロー   △808,900 1,337,569
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４．「平成 18年３月期 決算短信(連結)」(27 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 

 修正前 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

     至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日） 

１．固定資産の減損に係る

会計基準 

―――――  当連結会計年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10

月 31 日）を適用しております。これにより、

税金等調整前当期純利益が 309,494 千円減

少しております。  

なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

 

 修正後 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

     至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日） 

１．固定資産の減損に係る

会計基準 

―――――  当連結会計年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10

月 31 日）を適用しております。これにより、

営業利益及び経常利益が 80,194 千円増加

し、税金等調整前当期純利益が 442,678 千

円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 
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５．「平成 18年３月期 決算短信(連結)」(33 ページ) 
  注記事項 

  (連結損益計算書関係) 

  修正前 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

   至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日） 

 ６．       ―――――  ※６．減損損失 

 当連結会計年度において、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ております。 

場所 用途 種類 
減損損失

（千円）

千葉県木更

津市 
販売施設 土地 54,978

東京都葛飾

区 

福 利 厚 生

施設 
建物及び土地 64,251

その他 遊休資産
建物、工具器具備品

及び土地 
20,728

東京都渋谷

区 
 － 営業権 147,821

－ 遊休資産 電話加入権  21,713

 当社グループは、事業の関連性により資産のグルーピン

グを行っております。但し、賃貸用資産、遊休資産につい

ては、個々の物件をグルーピングの最小単位としておりま

す。上記資産は、継続的な時下の下落等により、帳簿価額

を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失

(309,494 千円)として特別損失に計上しております。その内

訳は、建物 46,861 千円、土地 92,907 千円、工具器具備品

190 千円、営業権 147,821 千円及び電話加入権 21,713 千円

であります。 

 なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額(固定資

産税評価額を基礎に公示価格相当額へ調整を行った額)等

により算定しております。 
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修正後 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

   至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日） 

 ６．       ―――――  ※６．減損損失 

 当連結会計年度において、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ております。 

場所 用途 種類 
減損損失

（千円）

千葉県木更

津市 
販売施設 土地 54,978

東京都葛飾

区 

福 利 厚 生

施設 
建物及び土地 64,251

その他 遊休資産
建物、工具器具備品

及び土地 
20,728

東京都渋谷

区 
 － 営業権 147,821

－ 遊休資産 電話加入権  21,713

－ － 連結調整勘定 213,378

 当社グループは、事業の関連性により資産のグルーピン

グを行っております。但し、賃貸用資産、遊休資産につい

ては、個々の物件をグルーピングの最小単位としておりま

す。上記資産は、継続的な時下の下落等により、帳簿価額

を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失

(522,872 千円)として特別損失に計上しております。その内

訳は、建物 46,861 千円、土地 92,907 千円、工具器具備品

190 千円、営業権 147,821 千円、連結調整勘定 213,378 千円

及び電話加入権 21,713 千円であります。 

 なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額(固定資

産税評価額を基礎に公示価格相当額へ調整を行った額)等

により算定しております。 
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６．「平成 18年３月期 決算短信(連結)」(45 ページ) 

⑥ セグメント情報 

 a.事業の種類別セグメント情報 

 

修正前 

当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

  
和装事業 

（千円） 

宝飾事業 

（千円） 

洋装事業 

（千円） 

寝装事業 

（千円） 

健康関連事業

（千円） 

ブランド事業

（千円） 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出             

資産 8,775,565 4,551,699 5,943,750 1,968,902 6,677,567 618,950

減価償却費 92,426 81,377 128,216 24,240 70,188 52,921

減損損失 71,183 － 169,342 － 1,482 544

資本的支出 93,540 54,735 134,865 8,572 135,353 6,212

 

  
美容事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出           

資産 3,927,659 2,262,383 34,726,480 (1,155,835) 33,570,645

減価償却費 326,049 38,680 814,099 5,902 820,002

減損損失 2,689 64,251 309,494 － 309,494

資本的支出 28,160 109,647 571,087 20,194 591,281

  

修正後 

当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

  
和装事業 

（千円） 

宝飾事業 

（千円） 

洋装事業 

（千円） 

寝装事業 

（千円） 

健康関連事業

（千円） 

ブランド事業

（千円） 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出             

資産 8,775,565 4,551,699 5,943,750 1,968,902 6,677,567 618,950

減価償却費 92,426 81,377 128,216 24,240 70,188 51,536

減損損失 284,561 － 169,342 － 1,482 544

資本的支出 88,812 53,106 110,381 8,572 88,056 2,730

 

  
美容事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出           

資産 3,927,659 2,262,383 34,726,480 (1,155,835) 33,570,645

減価償却費 326,049 37,085 811,199 5,902 817,022

減損損失 2,689 64,251 522,872 － 522,872

資本的支出 28,160 31,711 411,531 20,194 431,725
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７．「平成 18年３月期 決算短信(連結)」(49 ページ) 

 (１株当たり情報) 

修正前 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

     至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 166 円 70 銭

１株当たり当期純利益 24 円 74 銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
22 円 47 銭

 当社は、平成 16 年 12 月 30 日付で株式 1 株につき 2株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における 1 株当たり情報については、以

下のとおりになります。 

 1 株当たり純資産額      114 円 88 銭 

  1 株当たり当期純利益      2 円  20 銭  

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

１株当たり純資産額 179 円 72 銭

１株当たり当期純利益 12 円 59 銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
12 円 25 銭

 

    （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月１日 

   至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

   至 平成 18 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 488,924 291,130

普通株主に帰属しない金額（千円） － 14,027

普通株式に係る当期純利益（千円） 488,924 277,103

期中平均株式数（千株） 19,762 22,014

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
    

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 1,996 1,674

（うち新株引受権） (545) (479)

 （うち新株予約権） (1,451) (1,194)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

商法第280条ノ 20及び第280条ノ 21の

規定に基づく新株予約権 

  

平成 16 年６月 29 日の定時

株主総会決議 

353個  

商法第 280条ノ 20及び第 280条ノ 21の

規定に基づく新株予約権 

  

平成16年６月29日の定時株

主総会決議 

331 個 

平成17年６月29日の定時株

主総会決議 

526 個  

 



 11

修正後 
前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

     至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 166 円 70 銭

１株当たり当期純利益 24 円 74 銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
22 円 47 銭

 当社は、平成 16 年 12 月 30 日付で株式 1 株につき 2株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における 1 株当たり情報については、以下の

とおりになります。 

 1 株当たり純資産額      114 円 88 銭 

  1 株当たり当期純利益      2 円  20 銭  

 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

１株当たり純資産額 179 円 72 銭

１株当たり当期純利益 12 円 59 銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
11 円 66 銭

 

    （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月１日 

   至 平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

   至 平成 18 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 488,924 291,130

普通株主に帰属しない金額（千円） － 14,027

(うち利益処分による役員賞与金) (－) (14,027)

普通株式に係る当期純利益（千円） 488,924 277,103

期中平均株式数（千株） 19,762 22,014

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
    

当期純利益調整額（千円） － △953

(うち連結子会社の潜在株式による調整) (－) (△953)

普通株式増加数（千株） 1,996 1,674

（うち新株引受権） (545) (479)

 （うち新株予約権） (1,451) (1,194)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権 

  

平成 16 年６月 29 日の定時

株主総会決議 

353個  

商法第 280条ノ 20及び第 280条ノ 21の

規定に基づく新株予約権 

  

平成16年６月29日の定時株

主総会決議 

331 個 

平成17年６月29日の定時株

主総会決議 

526 個  

 
 
 


