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平成 18 年 11 月８日 

各      位 

会 社 名  株式会社エービーシー・マート 

代表者名  代表取締役社長 金城 正宏 

（コード番号２６７０   東証第一部） 

問合せ先  常務取締役 吉田 幸枝 

（TEL．０３－３４７６－５４５２） 

 

「平成 19 年 2 月期中間決算短信（連結）」の一部訂正について 

 
平成 18 年 10 月 10 日付で発表いたしました「平成 19 年２月期中間決算短信（連結）」の一部につ

いて、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 
 
１．14 ページの「(5)中間連結キャッシュ・フロー計算書」 
（前中間連結会計期間） 

 訂正前 訂正後 
区分 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   
 貸倒引当金の減少額 （科目なし） △804 
 その他 221,486 222,291 

 
２．19 ページの「会計処理の変更」の（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

（当中間連結会計期間） 
 訂正前 訂正後 

タイトル 
（連結貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会
計基準等） 

（貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基
準） 

2 段落目 

なお、従来の「資本の部」
の合計に相当する金額は、
46,883,828 千円でありま
す。 

なお、従来の「資本の部」
の合計に相当する金額は、
46,217,249 千円でありま
す。 

 
３．23 ページの「①リース取引」の(2)未経過リース料の期末残高相当額 

（前連結会計年度） 
 訂正前 訂正後 

タイトル 未経過リース料中間期末
残高相当額等 

未経過リース料期末残高
相当額 

１年以内 201,910 千円 200,611 千円 
１年超 207,295 千円 224,229 千円 
合計 409,206 千円 424,841 千円 

 
なお、詳細につきましては、次ページ以降に記載しております。 



(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書（訂正前）

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益  11,292,784 8,552,993 19,714,492

減価償却費  495,637 487,544 1,040,909

賞与引当金の増減額(△は減少)  6,975 27,653 △5,858

受取利息及び受取配当金  △4,006 △9,162 △10,898

支払利息  4,176 12,304 8,683

固定資産除売却損益  46,767 16,046 230,939

減損損失  ― 41,816 ―

保険配当金等収入  △430,068 △38,710 △435,218

通貨オプション等評価損益  △1,160,816 ― ―

通貨オプション取引解除益  △2,074,810 ― △4,213,687

投資有価証券売却益  ― ― △82,074

売上債権の増加額  △460,274 △343,076 △333,480

たな卸資産の増加額  △699,530 △2,196,609 △443,174

仕入債務の増減額（△は減少）  △506,241 638,379 △101,975

その他  221,486 △74,146 622,018

小計  6,732,079 7,115,033 15,990,676

利息及び配当金受取額  3,544 5,969 7,997

利息支払額  △4,152 △12,126 △8,888

法人税等の支払額  △1,439,021 △7,687,448 △3,066,544

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,292,450 △578,572 12,923,240

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の純増加額  ― ― △418,523

投資有価証券の売却による収入  ― ― 325,968

有形固定資産の取得による支出  △1,644,652 △1,194,903 △2,423,589

有形固定資産の売却による収入  110,826 50 110,826

無形固定資産の取得による支出  △40,661 △47,565 △33,579

保険積立金に係る支出  △31,465 △34,962 △35,765

保険積立金満期及び解約による収入  706,747 69,546 711,937

貸付金による支出  △5,390 △118,890 △195,402

貸付金の回収による収入  13,336 21,460 21,370

敷金保証金の差入による支出  △830,912 △651,470 △1,266,641

敷金保証金の返還による収入  159,290 133,310 196,961

その他投資の活動による支出  △38,972 △27,460 △243,739

その他投資の活動による収入  59,640 106,036 73,716

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,542,212 △1,744,848 △3,176,459

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  168,737 245,387 208,177

配当金の支払額  △418,136 △836,271 △1,254,408

自己株式取得による支出  △226 △8,192,398 △226

財務活動によるキャッシュ・フロー  △249,625 △8,783,282 △1,046,457

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  11,871 3,826 27,955

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  3,512,484 △11,102,877 8,728,279

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  16,794,501 25,522,780 16,794,501

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 20,306,985 14,419,903 25,522,780
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　(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書（訂正後）

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益  11,292,784 8,552,993 19,714,492

減価償却費  495,637 487,544 1,040,909

賞与引当金の増減額(△は減少)  6,975 27,653 △5,858

貸倒引当金の減少額  △804 ― ―

受取利息及び受取配当金  △4,006 △9,162 △10,898

支払利息  4,176 12,304 8,683

固定資産除売却損益  46,767 16,046 230,939

減損損失  ― 41,816 ―

保険配当金等収入  △430,068 △38,710 △435,218

通貨オプション等評価損益  △1,160,816 ― ―

通貨オプション取引解除益  △2,074,810 ― △4,213,687

投資有価証券売却益  ― ― △82,074

売上債権の増加額  △460,274 △343,076 △333,480

たな卸資産の増加額  △699,530 △2,196,609 △443,174

仕入債務の増減額（△は減少）  △506,241 638,379 △101,975

その他  222,291 △74,146 622,018

小計  6,732,079 7,115,033 15,990,676

利息及び配当金受取額  3,544 5,969 7,997

利息支払額  △4,152 △12,126 △8,888

法人税等の支払額  △1,439,021 △7,687,448 △3,066,544

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,292,450 △578,572 12,923,240

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の純増加額  ― ― △418,523

投資有価証券の売却による収入  ― ― 325,968

有形固定資産の取得による支出  △1,644,652 △1,194,903 △2,423,589

有形固定資産の売却による収入  110,826 50 110,826

無形固定資産の取得による支出  △40,661 △47,565 △33,579

保険積立金に係る支出  △31,465 △34,962 △35,765

保険積立金満期及び解約による収入  706,747 69,546 711,937

貸付金による支出  △5,390 △118,890 △195,402

貸付金の回収による収入  13,336 21,460 21,370

敷金保証金の差入による支出  △830,912 △651,470 △1,266,641

敷金保証金の返還による収入  159,290 133,310 196,961

その他投資の活動による支出  △38,972 △27,460 △243,739

その他投資の活動による収入  59,640 106,036 73,716

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,542,212 △1,744,848 △3,176,459

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  168,737 245,387 208,177

配当金の支払額  △418,136 △836,271 △1,254,408

自己株式取得による支出  △226 △8,192,398 △226

財務活動によるキャッシュ・フロー  △249,625 △8,783,282 △1,046,457

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  11,871 3,826 27,955

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  3,512,484 △11,102,877 8,728,279

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  16,794,501 25,522,780 16,794,501

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 20,306,985 14,419,903 25,522,780
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　会計処理の変更（訂正前）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 ────── （連結貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等）

 ──────

 　当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は46,883,828千円であり

ます。

　中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の「純資産の部」について

は、改正後の中間連結財務諸表規則に

より作成しております。

 

　会計処理の変更（訂正後）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

 ──────

 　当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は46,217,249千円であり

ます。

　中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の「純資産の部」について

は、改正後の中間連結財務諸表規則に

より作成しております。
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①　リース取引（訂正前）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(借主側) (借主側) (借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

(有形固定
資産)
その他

636,848 250,470 386,378

(無形固定
資産)
その他

79,643 34,099 45,544

合計 716,492 284,569 431,922

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

(有形固定
資産)
その他

773,487 419,692 353,795

(無形固定
資産)
その他

112,961 57,550 55,410

合計 886,449 477,242 409,206

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

(有形固定
資産)
その他

707,891 333,436 374,454

(無形固定
資産)
その他

103,641 53,254 50,386

合計 811,533 386,691 424,841

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

(注)　　　　　　 同　左 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

  　 未経過リース料中間期末残高相当額  

１年以内 177,397千円

１年超 254,525千円

合計 431,922千円

１年以内 201,910千円

１年超 207,295千円

合計 409,206千円

１年以内 201,910千円

１年超 207,295千円

合計 409,206千円

(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おります。

(注)　　　　　 　同　左 (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 90,042千円

減価償却費相当額 90,042千円

支払リース料 107,699千円

減価償却費相当額 107,699千円

支払リース料 191,921千円

減価償却費相当額 191,921千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　左

 ２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

 　　　　　――――――――― (借主側) (借主側)

 未経過リース料

１年以内 173,677千円

１年超 154,778千円

合計 328,456千円

 未経過リース料

１年以内 206,978千円

１年超 257,964千円

合計 464,943千円

 

（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はござ

いません。
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　　①　リース取引（訂正後）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(借主側) (借主側) (借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

(有形固定
資産)
その他

636,848 250,470 386,378

(無形固定
資産)
その他

79,643 34,099 45,544

合計 716,492 284,569 431,922

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

(有形固定
資産)
その他

773,487 419,692 353,795

(無形固定
資産)
その他

112,961 57,550 55,410

合計 886,449 477,242 409,206

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

(有形固定
資産)
その他

707,891 333,436 374,454

(無形固定
資産)
その他

103,641 53,254 50,386

合計 811,533 386,691 424,841

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

(注)　　　　　　 同　左 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額

  　 未経過リース料中間期末残高相当額  

１年以内 177,397千円

１年超 254,525千円

合計 431,922千円

１年以内 201,910千円

１年超 207,295千円

合計 409,206千円

１年以内 200,611千円

１年超 224,229千円

合計 424,841千円

(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定して

おります。

(注)　　　　　 　同　左 (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 90,042千円

減価償却費相当額 90,042千円

支払リース料 107,699千円

減価償却費相当額 107,699千円

支払リース料 191,921千円

減価償却費相当額 191,921千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同　左

 ２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

 　　　　　――――――――― (借主側) (借主側)

 未経過リース料

１年以内 173,677千円

１年超 154,778千円

合計 328,456千円

 未経過リース料

１年以内 206,978千円

１年超 257,964千円

合計 464,943千円

 

（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はござ

いません。
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