
 
 

平成 18 年 6 月 14 日 

各   位 

会社名  株式会社レデイ薬局 

代表者名 代表取締役社長 三橋 信也 

          （JASDAQ コード 3027） 

問い合わせ先 

役職   取締役経営企画室長 

氏名   井谷 義彦 

電話   (089) 917 - 8000 

 

平成 18 年 3 月期決算短信（非連結）の一部訂正について 

 

 平成 18 年 5 月 10 日付で発表いたしました「平成 18 年 3 月期決算短信（非連結）」につきま

して、下記のとおり一部訂正させていただきますのでお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所には  を付して表示しております。 

 

記 

 

1 ページ 

（2）配当状況 

【訂正前】 

1株当たり年間配当金 配当金総額 株主資本 
 中間 期末 （年間）

配当性向 
配当率

   円  銭   円  銭   円  銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 1,500    00    ─ 1,500    00 22 7.2 0.8

17 年３月期   750    00    ─   750    00 9 5.9 0.6

 
【訂正後】 

1株当たり年間配当金 配当金総額 株主資本 
 中間 期末 （年間）

配当性向 
配当率

   円  銭   円  銭   円  銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 1,500    00    ─ 1,500    00 22 6.2 0.8

17 年３月期   750    00    ─   750    00 9 5.9 0.6
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13 ページ 
（3）キャッシュ・フロー計算書 
 【訂正前】 

    
第 39 期事業年度 

（自 平成 16 年４月１日 
至 平成 17 年３月 31 日）

第 40 期事業年度 
（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） 

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   △362,500 － 

定期預金の払出による収入   367,500 － 

有価証券の売却による収入   19,990 － 

有形固定資産の取得による支出   △434,119 △575,165 

有形固定資産の売却による収入   20 288,428 

投資有価証券の取得による支出   △27,396 △10,901 

投資有価証券の売却による収入   25,578 905

貸付けによる支出   △298,000 △296,000 

貸付金の回収による収入   29,011 40,404 

差入敷金保証金の増加による支出   △202,411 △100,360 

差入敷金保証金の減少による収入   3,185 27,415 

その他   △5,341 23,471

投資活動によるキャッシュ・フロー   △884,482 △601,802 
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 【訂正後】 

    
第 39 期事業年度 

（自 平成 16 年４月１日 
至 平成 17 年３月 31 日）

第 40 期事業年度 
（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） 

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   △362,500 － 

定期預金の払出による収入   367,500 － 

有価証券の売却による収入   19,990 － 

有形固定資産の取得による支出   △434,119 △575,165 

有形固定資産の売却による収入   20 288,428 

投資有価証券の取得による支出   △27,396 △10,901 

投資有価証券の売却による収入   25,578 855

貸付けによる支出   △298,000 △296,000 

貸付金の回収による収入   29,011 40,404 

差入敷金保証金の増加による支出   △202,411 △100,360 

差入敷金保証金の減少による収入   3,185 27,415 

その他   △5,341 23,521

投資活動によるキャッシュ・フロー   △884,482 △601,802 
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19 ページ 
注記事項 
（貸借対照表関係） 
 【訂正前】 

第 39 期事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

第 40 期事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

定期預金 180,000 千円

建物 1,523,084 千円

土地 5,840,796 千円

計 7,543,881 千円 

定期預金 180,000 千円

建物 1,303,995 千円

土地 5,642,043 千円

計 7,126,039 千円 

担保付債務 担保付債務 

短期借入金 652,000 千円

１年内返済予定長期借入金 1,290,848 千円

社債 300,000 千円

長期借入金 4,508,169 千円

計 6,751,017 千円 

短期借入金 586,000 千円

１年内返済予定長期借入金 1,173,368 千円

社債 300,000 千円

長期借入金 3,141,761 千円

計 5,201,129 千円 

※２．授権株式数    普通株式 44,000 株

発行済株式総数  普通株式 12,700 株 

※２．授権株式数    普通株式 44,000 株

発行済株式総数  普通株式 15,000 株 

 ３．配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が 9,937 千円

増加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第 124 条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。 

 ３．配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が 15,359 千

円増加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第 124 条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。 

 
 【訂正後】 

第 39 期事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

第 40 期事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

定期預金 180,000 千円

建物 1,523,084 千円

土地 5,840,796 千円

計 7,543,881 千円 

定期預金 180,000 千円

建物 1,303,995 千円

土地 5,642,043 千円

計 7,126,039 千円 

担保付債務 担保付債務 

短期借入金 652,000 千円

１年内返済予定長期借入金 1,290,848 千円

社債 300,000 千円

長期借入金 4,508,169 千円

計 6,751,017 千円 

短期借入金 586,000 千円

１年内返済予定長期借入金 1,173,368 千円

１年内償還予定社債 300,000 千円

長期借入金 3,141,761 千円

計 5,201,129 千円 

※２．授権株式数    普通株式 44,000 株

発行済株式総数  普通株式 12,700 株 

※２．授権株式数    普通株式 44,000 株

発行済株式総数  普通株式 15,000 株 

 ３．配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が 9,937 千円

増加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第 124 条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。 

 ３．配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が 15,359 千

円増加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第 124 条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。 

 


