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平成１９年６月１５日 

各  位 

会 社 名    株 式 会 社  マ ル ヤ

代 表 者  代 表 取締 役 社 長  折 原  昭

(コード番号 9975 東証第2部) 

問合せ先 執行役員総務部長  岡部 明男

電話番号 ０４８（７６１）０８０８ 

 

 

 

(訂正)平成１９年２月期中間決算短信(非連結)の一部訂正に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 19 年５月 31 日付の「不適切な会計処理の概要について」において開示いたしまし

たとおり、本日過年度の決算短信等の訂正を発表いたします。 

訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿を付して表示して

おります。 

 

 

記 

  

 

１．訂正を行う決算短信の概要 

決算期 ： 平成18年８月中間期(平成18年２月21日～平成18年８月20日) 

公表日 ： 平成18年10月12日 

 

２．訂正の理由 

今般、当社は平成 19 年２月期決算会計監査期間中において、みすず監査法人から、商品仕入取

引及び商品在庫金額について不適切な会計処理があることを指摘されました。 

これを受けて、当社は調査委員会を設置し、調査を行ったところ、仕入計上時期の繰延べ、商

品在庫の水増しによる過大計上があった事実と不適切な行為を開始した時期が判明したことから

訂正を行うものであります。 

なお、不適切な会計処理の調査結果につきましては、社内で検討後、速やかに発表する予定で

あります。 

 

 

以上 
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Ｐ.1 
1. 18年８月中間期の業績（平成18年２月21日～平成18年８月20日） 
【訂正前】 

(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 19,088 (△16.2) △626 (－) △551 (－) 

17年８月中間期 22,766 (△5.5) △178 (－) △127 (－) 

18年２月期 44,550 (△7.1) 199 (△75.6) 341 (△64.3) 

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益
 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年８月中間期 △3,996 (－) △233 89 － － 

17年８月中間期 △130 (－) △7 32 － － 

18年２月期 △1,334 (－) △74 75 － － 
 
(注) ① 持分法投資損益 18年8月中間期 －百万円 17年8月中間期 －百万円 18年2月期 －百万円
 ② 期中平均株式数 18年8月中間期 17,849,516株 17年8月中間期 17,850,364株 18年2月期 17,850,183株
 ③ 会計処理の方法の変更 無 
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
【訂正後】 

(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 19,088 (△16.2) △656 (283.7) △581 (385.1) 

17年８月中間期 22,766 (△5.5) △171 (－) △119 (－) 

18年２月期 44,550 (△7.1) 110 (△84.8) 248 (△71.1) 

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益
 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年８月中間期 △4,112 (－) △230 37 － － 

17年８月中間期 △122 (－) △6 87 － － 

18年２月期 △1,428 (－) △80 00 － － 
 
(注) ① 持分法投資損益 18年8月中間期 －百万円 17年8月中間期 －百万円 18年2月期 －百万円
 ② 期中平均株式数 18年8月中間期 17,849,516株 17年8月中間期 17,850,364株 18年2月期 17,850,183株
 ③ 会計処理の方法の変更 無 
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

 
 
 
【訂正前】 

 (2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月中間期 22,918 13,799 60.2 773 11 

17年８月中間期 28,298 19,276 68.1 1,079 92 

 18年２月期 24,344 17,935 73.7 1,004 83 
 
(注) ① 期末発行済株式数 18年8月中間期 17,849,364株 17年8月中間期 17,850,202株 18年2月期 17,849,673株

 ② 期末自己株式数 18年8月中間期 4,619株 17月8月中間期 3,781株 18年2月期 4,310株

【訂正後】 
 (2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月中間期 22,824 13,492 59.1 755 89 

17年８月中間期 28,294 19,186 67.8 1,074 88 

 18年２月期 24,339 17,744 72.9 994 08 
 
(注) ① 期末発行済株式数 18年8月中間期 17,849,364株 17年8月中間期 17,850,202株 18年2月期 17,849,673株

 ② 期末自己株式数 18年8月中間期 4,619株 17月8月中間期 3,781株 18年2月期 4,310株
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Ｐ.3 
3. 経営成績及び財政状態 

 【訂正前】 

(1) 経営成績 

①当期の概況 

   当期におけるわが国経済は、旺盛な設備投資と堅調な雇用情勢の改善を見せ、個人消費が緩    

  やかに増加する等、国内民間需要に支えられて景気回復基調が鮮明になっております。しか 

  し、原油をはじめ、原材料価格の高騰が止まらず、今後の価格転嫁懸念や税金・年金改革によ 

  る負担増への不安感等から、事業環境の先行き不透明感は払拭されておりません。 

   当業界におきましても、百貨店・チェーンストアの売上高が伸び悩む中で、企業再編を含め 

  た同業他社・異業態での淘汰が加速しているなど、オーバーストアの中で同質化競争からの脱 

  却が必要とされ、依然として厳しい状況が続いております。 

  このような状況の下、店舗面におきましては、５月久喜店(埼玉県久喜市)を閉店し、当期末  

  の店舗数は75店舗であります。 

  また、営業面におきましては依然として既存店の売上の落ち込みが止まらず、売上高及び営 

  業収入の合計(営業収益)は前中間期比16.2％減となりました。利益面におきましては、販売費 

  及び一般管理費を前中間期比7.2％削減することができましたが、売上の大幅な落ち込みをカ 

  バーするまでには至りませんでした。 

  以上の結果、当期の売上高及び営業収入の合計(営業収益)は19,088百万円(前年同期比 

  16.2％減)、経常損失551百万円となりました。また、特別損失として、減損損失2,920百万 

  円、関係会社支援損150百万円など合計3,140百万円を計上した結果、当期純損失は3,996百万 

  円となりました。 

  なお、平成18年10月21日より、業容の拡大を図る目的で、当社の関連会社であります株式会  

  社グランヴェールの事業全部を譲受ける予定であります。 

 (2) 財政状態 

１．キャッシュ・フローの状況 

   当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の増加・ 

  減損損失の計上等により、前期末に比べ1,991百万円増加し、当中間会計期間末は3,340百万 

  円となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りでありま 

  す。 

 

(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1,685百万円となりました。これは、主に仕入債務の増加 

  2,062百万円・法人税等の支払229百万円などによるものであります。 
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【訂正後】 

(1) 経営成績 

①当期の概況 

   当期におけるわが国経済は、旺盛な設備投資と堅調な雇用情勢の改善を見せ、個人消費が緩    

  やかに増加する等、国内民間需要に支えられて景気回復基調が鮮明になっております。しか 

  し、原油をはじめ、原材料価格の高騰が止まらず、今後の価格転嫁懸念や税金・年金改革によ 

  る負担増への不安感等から、事業環境の先行き不透明感は払拭されておりません。 

   当業界におきましても、百貨店・チェーンストアの売上高が伸び悩む中で、企業再編を含め 

  た同業他社・異業態での淘汰が加速しているなど、オーバーストアの中で同質化競争からの脱 

  却が必要とされ、依然として厳しい状況が続いております。 

  このような状況の下、店舗面におきましては、５月久喜店(埼玉県久喜市)を閉店し、当期末  

  の店舗数は75店舗であります。 

  また、営業面におきましては依然として既存店の売上の落ち込みが止まらず、売上高及び営 

  業収入の合計(営業収益)は前中間期比16.2％減となりました。利益面におきましては、販売費 

  及び一般管理費を前中間期比7.3％削減することができましたが、売上の大幅な落ち込みをカ 

  バーするまでには至りませんでした。 

  以上の結果、当期の売上高及び営業収入の合計(営業収益)は19,088百万円(前年同期比 

  16.2％減)、経常損失581百万円となりました。また、特別損失として、減損損失3,005百万 

  円、関係会社支援損150百万円など合計3,226百万円を計上した結果、当期純損失は4,112百万 

  円となりました。 

  なお、平成18年10月21日より、業容の拡大を図る目的で、当社の関連会社であります株式会  

  社グランヴェールの事業全部を譲受ける予定であります。 

 (2) 財政状態 

１．キャッシュ・フローの状況 

   当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の増加・ 

  減損損失の計上等により、前期末に比べ1,991百万円増加し、当中間会計期間末は3,340百万 

  円となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りでありま 

  す。 

 

(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1,685百万円となりました。これは、主に仕入債務の増加 

  2,090百万円・法人税等の支払229百万円などによるものであります。 
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Ｐ．5 
【訂正前】 

２．キャッシュ・フロー指標のトレンド 

平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 76.3 74.5 68.1 73.7 60.2 

時価ベース自己資本比率(％) 61.1 58.0 56.2 60.0 49.9 

債務償還年数(年) 2.0 0.1 1.2 － 0.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

(倍) 68.3 189.8 172.5 － 144.8 

各指標は下記の基準で計算しております。 

イ．自己資本比率＝自己資本÷総資産 

ロ．時価ベース自己資本比率＝株式時価総額÷総資産 

ハ．債務償還年数＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

ニ．インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除)によります。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを   

  使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払ってい 

  る全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書 

  の利息額を使用しております。   

※債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため、２倍にして 

  おります。 
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【訂正後】 

２．キャッシュ・フロー指標のトレンド 

平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 76.1 74.1 67.8 72.9 59.1 

時価ベース自己資本比率(％) 61.1 58.1 56.2 60.1 50.2 

債務償還年数(年) 2.0 0.1 1.2 － 0.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

(倍) 68.3 189.8 172.5 － 144.8 

各指標は下記の基準で計算しております。 

イ．自己資本比率＝自己資本÷総資産 

ロ．時価ベース自己資本比率＝株式時価総額÷総資産 

ハ．債務償還年数＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

ニ．インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除)によります。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを   

  使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払ってい 

  る全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書 

  の利息額を使用しております。   

※債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため、２倍にして 

  おります。 
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Ｐ．6  4. 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

【訂正前】 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

（平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月20日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  4,341,592 3,370,874  1,379,805 

 ２ 売掛金  57,079 48,428  49,194 

 ３ たな卸資産  2,232,801 1,866,835  1,860,441 

 ４ その他  1,026,404 721,943  1,002,975 

   流動資産合計   7,657,877 27.1 6,008,080 26.2  4,292,417 17.6

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※１    

  (1) 建物  7,093,789 4,735,251  6,853,282 

  (2) 土地  5,138,979 4,787,110  5,138,979 

  (3) その他  1,040,315 506,137  931,166 

   有形固定資産合計  13,273,084 10,028,500  12,923,428 

 ２ 無形固定資産  291,546 257,732  289,517 

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 関係会社 

    長期貸付金 
 －  1,925,620  1,182,577 

  (2) 長期建築協力金  3,863,009 3,453,953  3,721,689 

  (3) 敷金・保証金  2,174,333 2,132,713  2,168,938 

  (4) その他  1,038,299 792,402  948,517 

  (5) 貸倒引当金  － △ 1,680,244  △1,182,577 

   投資その他の 

   資産合計 
 7,075,642 6,624,446  6,839,145 

   固定資産合計   20,640,273 72.9 16,910,678 73.8  20,052,091 82.4

   資産合計   28,298,150 100.0 22,918,759 100.0  24,344,509 100.0

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金  4,532,032 3,539,489  1,482,057 

 ２ 短期借入金  1,000,000 2,300,000  1,500,000 

 ３ １年内返済予定 

   長期借入金 
 500,000 100,000  － 

 ４ 未払法人税等  60,345 39,213  229,100 

 ５ 賞与引当金  155,400 158,800  140,200 

 ６ その他  1,433,363 1,400,427  1,179,023 

   流動負債合計   7,681,140 27.2 7,537,930 32.9  4,530,381 18.6
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前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

（平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月20日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金  － 300,000  200,000 

 ２ 退職給付引当金  476,927 474,101  471,967 

 ３ 預り保証金  778,954 684,514  776,564 

 ４ その他  84,283 122,598  429,718 

   固定負債合計   1,340,164 4.7 1,581,215 6.9  1,878,249 7.7

   負債合計   9,021,305 31.9 9,119,145 39.8  6,408,631 26.3

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   4,350,125 15.4 ― ―  4,350,125 17.9

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金 4,999,050 ―  4,999,050 

   資本剰余金合計 

 

 4,999,050 17.6 ― ―  4,999,050 20.5

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金  303,593 ―  303,593 

 ２ 任意積立金  9,000,000 ―  9,000,000 

 ３ 中間未処分利益ま  

   たは当期未処理損 

   失(△)       

 565,971 ―  △726,940 

   利益剰余金合計   9,869,565 34.9 ― ―  8,576,652 35.2

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  61,197 0.2 ― ―  

13,598
0.1

Ⅴ 自己株式   △3,092 △0.0 ― ―  △3,547 △0.0

   資本合計   19,276,845 68.1 ― ―  17,935,878 73.7

   負債・資本合計   28,298,150 100.0 ― ―  24,344,509 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

（平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   ― ― 4,350,125 19.0  ― ―

 ２ 資本剰余金     

  (1) 資本準備金  ― 4,999,050  ― 

   資本剰余金合計   ― ― 4,999,050 21.8  ― ―

 ３ 利益剰余金     

  (1) 利益準備金  ― 303,593  ― 

  (2) その他利益剰余金     

    別途積立金  ― 7,500,000  ― 

    繰越利益剰余金  ― △3,366,188  ― 

   利益剰余金合計   ― ― 4,437,404 19.3  ― ―

 ４ 自己株式   ― ― △3,780 0.0  ― ―

   株主資本合計   ― ― 13,782,799 60.1  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
  ― ― 16,813   ― ―

   評価・換算差額等 

   合計 
  ― ― 16,813 0.1  ― ―

   純資産合計   ― ― 13,799,613 60.2  ― ―

   負債純資産合計   ― ― 22,918,759 100.0  ― ―
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【訂正後】 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

（平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月20日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  4,341,592 3,370,874  1,379,805 

 ２ 売掛金  57,079 48,428  49,194 

 ３ たな卸資産  2,229,537 1,856,179  1,855,390 

 ４ その他  1,026,404 721,943  1,002,975 

   流動資産合計   7,654,613 27.1 5,997,425 26.3  4,287,366 17.6

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※１    

  (1) 建物  7,093,789 4,661,100  6,853,282 

  (2) 土地  5,138,979 4,787,110  5,138,979 

  (3) その他  1,040,315 496,576  931,166 

   有形固定資産合計  13,273,084 9,944,788  12,923,428 

 ２ 無形固定資産  291,546 257,732  289,517 

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 関係会社 

    長期貸付金 
 － 1,925,620  1,182,577 

  (2) 長期建築協力金  3,863,009 3,453,953  3,721,689 

  (3) 敷金・保証金  2,174,333 2,132,713  2,168,938 

  (4) その他  1,038,299 792,402  948,517 

  (5) 貸倒引当金  － △ 1,680,244  △1,182,577 

   投資その他の 

   資産合計 
 7,075,642 6,624,446  6,839,145 

   固定資産合計   20,640,273 72.9 16,826,966 73.7  20,052,091 82.4

   資産合計   28,294,887 100.0 22,824,392 100.0  24,339,458 100.0

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金  4,618,774 3,753,905  1,668,785 

 ２ 短期借入金  1,000,000 2,300,000  1,500,000 

 ３ １年内返済予定 

   長期借入金 
 500,000 100,000  － 

 ４ 未払法人税等  60,345 39,213  229,100 

 ５ 賞与引当金  155,400 158,800  140,200 

 ６ その他  1,433,363 1,399,109  1,179,023 

   流動負債合計   7,767,882 27.5 7,751,028 34.0  4,717,109 19.4
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前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

（平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月20日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金  － 300,000  200,000 

 ２ 退職給付引当金  476,927 474,101  471,967 

 ３ 預り保証金  778,954 684,514  776,564 

 ４ その他  84,283 122,598  429,718 

   固定負債合計   1,340,164 4.7 1,581,215 6.9  1,878,249 7.7

   負債合計   9,108,047 32.2 9,332,243 40.9  6,595,359 27.1

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   4,350,125 15.4 ― ―  4,350,125 17.9

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金 4,999,050 ―  4,999,050 

   資本剰余金合計 

 

 4,999,050 17.6 ― ―  4,999,050 20.5

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金  303,593 ―  303,593 

 ２ 任意積立金  9,000,000 ―  9,000,000 

 ３ 中間未処分利益ま  

   たは当期未処理損 

   失(△)       

 475,965 ―  △918,720 

   利益剰余金合計   9,779,559 34.6 ― ―  8,384,872 34.4

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  61,197 0.2 ― ―  

13,598
0.1

Ⅴ 自己株式   △3,092 △0.0 ― ―  △3,547 △0.0

   資本合計   19,186,839 67.8 ― ―  17,744,098 72.9

   負債・資本合計   28,294,887 100.0 ― ―  24,339,458 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 

（平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年２月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   ― ― 4,350,125 19.0  ― ―

 ２ 資本剰余金     

  (1) 資本準備金  ― 4,999,050  ― 

   資本剰余金合計   ― ― 4,999,050 21.9  ― ―

 ３ 利益剰余金     

  (1) 利益準備金  ― 303,593  ― 

  (2) その他利益剰余金     

    別途積立金  ― 7,500,000  ― 

    繰越利益剰余金  ― △3,673,652  ― 

   利益剰余金合計   ― ― 4,129,940 18.1  ― ―

 ４ 自己株式   ― ― △3,780 △0.0  ― ―

   株主資本合計   ― ― 13,475,335 59.0  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
  ― ― 16,813 0.1  ― ―

   評価・換算差額等 

   合計 
  ― ― 16,813 0.1  ― ―

   純資産合計   ― ― 13,492,149 59.1  ― ―

   負債純資産合計   ― ― 22,824,392 100.0  ― ―
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Ｐ．9 
【訂正前】 

② 中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   22,047,554 100.0 18,386,854 100.0  43,082,039 100.0

Ⅱ 売上原価   17,320,212 78.6 14,497,131 78.8  33,299,988 77.3

   売上総利益   4,727,341 21.4 3,889,723 21.2  9,782,050 22.7

Ⅲ 営業収入   718,765 3.3 702,031 3.8  1,468,021 3.4

   営業総利益   5,446,107 24.7 4,591,754 25.0  11,250,072 26.1

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※４  5,624,759 25.5 5,218,200 28.4  11,050,627 25.7

   営業利益   － － － －  199,444 0.4

   営業損失   178,651 △0.8 626,445 △3.4  － －

Ⅴ 営業外収益 ※１  60,955 0.3 88,271 0.5  160,057 0.4

Ⅵ 営業外費用 ※２  10,070 0.0 12,881 0.1  17,530 0.0

   経常利益   － － － －  341,972 0.8

   経常損失   127,765 △0.5 551,055 △3.0  － －

Ⅶ 特別利益   533 0.0 46,419 0.3  183,252 0.4

Ⅷ 特別損失 ※３・５  36,269 0.2 3,140,428 17.1  1,682,195 3.9

   税引前中間(当期) 

   純損失 
  163,501 △0.7 3,645,064 △19.8  1,156,970 △2.7

   法人税、住民税及び 

   事業税 
 24,210 20,810  215,539 

   法人税等調整額  △57,113 330,574  △38,249 

   法人税等計   △32,902 △0.2 351,385 1.9  177,289 0.4

   中間(当期)純損失   130,598 △0.5 3,996,450 △21.7  1,334,260 △3.1

   前期繰越利益   696,570   696,570

   中間配当額   －   89,251

   中間(当期) 

   未処分利益 
  565,971   △726,940
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【訂正後】 

② 中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   22,047,554 100.0 18,386,854 100.0  43,082,039 100.0

Ⅱ 売上原価   17,312,613 78.5 14,529,103 79.0  33,389,402 77.5

   売上総利益   4,734,940 21.5 3,857,750 21.0  9,692,636 22.5

Ⅲ 営業収入   718,765 3.3 702,031 3.8  1,468,021 3.4

   営業総利益   5,453,706 24.8 4,559,781 24.8  11,160,657 25.9

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※４  5,624,759 25.5 5,216,250 28.4  11,050,627 25.7

   営業利益   － － － －  110,030 0.2

   営業損失   171,052 △0.7 656,469 △3.6  － －

Ⅴ 営業外収益 ※１  61,346 0.2 88,271 0.5  160,057 0.4

Ⅵ 営業外費用 ※２  10,070 0.0 12,881 0.1  21,900 0.0

   経常利益   － － － －  248,187 0.6

   経常損失   119,776 △0.5 581,078 △3.2  － －

Ⅶ 特別利益   533 0.0 46,419 0.3  183,252 0.4

Ⅷ 特別損失 ※３・５  36,269 0.2 3,226,090 17.5  1,682,195 3.9

   税引前中間(当期) 

   純損失 
  155,511 △0.7 3,760,749 △20.4  1,250,755 △2.9

   法人税、住民税及び 

   事業税 
 24,210 20,810  215,539 

   法人税等調整額  △57,113 330,574  △38,249 

   法人税等計   △32,902 △0.2 351,385 1.9  177,289 0.4

   中間(当期)純損失   122,609 △0.5 4,112,134 △22.3  1,428,044 △3.3

   前期繰越利益   598,575   598,575

   中間配当額   －   89,251

   中間未処分利益又は

当期未処理損失(△)
  475,965   △918,720
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Ｐ．10 
【訂正前】 

③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

 
株主資本 

資本剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年２月20日残高(千円) 4,350,125 4,999,050 4,999,050

中間会計期間中の変動額 

新株の発行 － － －

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
－ － －

平成18年８月20日残高(千円) 4,350,125 4,999,050 4,999,050

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
項目 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年２月20日残高(千円) 303,593 9,000,000 △726,940 8,576,652 △3,547 17,922,279

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 － － － － － －

 剰余金の配当 － － △142,797 △142,797 － △142,797

 中間純利益 － － △3,996,450 △3,996,450 － △3,996,450

 自己株式の処分 － － － － △232 △232

別途積立金の取崩 － △1,500,000 1,500,000 － － －

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
－ △1,500,000 △2,639,247 △4,139,247 △232 △4,139,479

平成18年８月20日残高(千円) 303,593 7,500,000 △3,366,188 4,437,404 △3,780 13,782,799

 

評価・換算差額等 

項目 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) 13,598 13,598 17,935,878

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 － － －

 剰余金の配当 － － △142,797

 中間純利益 － － △3,996,450

 自己株式の処分 － － △232

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
3,215 3,215 3,215

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
3,215 3,215 △4,136,264

平成18年８月20日残高(千円) 16,813 16,813 13,799,613
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【訂正後】 

③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

 
株主資本 

資本剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年２月20日残高(千円) 4,350,125 4,999,050 4,999,050

中間会計期間中の変動額 

新株の発行 － － －

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
－ － －

平成18年８月20日残高(千円) 4,350,125 4,999,050 4,999,050

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
項目 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年２月20日残高(千円) 303,593 9,000,000 △918,720 8,384,872 △3,547 17,730,499

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 － － － － － －

 剰余金の配当 － － △142,797 △142,797 － △142,797

 中間純損失 － － △4,112,134 △4,112,134 － △4,112,134

 自己株式の取得 － － － － △232 △232

別途積立金の取崩 － △1,500,000 1,500,000 － － －

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
－ △1,500,000 △2,754,932 △4,254,932 △232 △4,255,164

平成18年８月20日残高(千円) 303,593 7,500,000 △3,673,652 4,129,940 △3,780 13,475,335

 

評価・換算差額等 

項目 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月20日残高(千円) 13,598 13,598 17,744,098

中間会計期間中の変動額  
 新株の発行 － － －

 剰余金の配当 － － △142,797

 中間純損失 － － △4,112,134

 自己株式の取得 － － △232

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
3,215 3,215 3,215

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
3,215 3,215 △4,251,949

平成18年８月20日残高(千円) 16,813 16,813 13,492,149
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Ｐ．11 
【訂正前】 

④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日)

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前事業年度 

キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20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 
  

 １ 税引前中間(当期)純利益 

   (又は税引前中間純損失) 
 △163,501 △ 3,645,064 △1,156,970

 ２ 減価償却費  304,424 222,811 637,233

 ３ 賞与引当金の増減額  10,200 18,600 △5,000

 ４ 退職給付引当金の増減額  6,895 2,134 1,935

 ５ 不動産賃借料相殺額  142,224 140,285 298,982

 ６ 受取利息及び受取配当金  △24,265 △ 35,666 △60,180

 ７ 支払利息  6,374 7,934 12,478

 ８ 固定資産除売却損 

 ９ 関係会社支援損 
 

36,269

－
5,972 

150,000 

97,372

1,500,000

  10 投資有価証券売却益  － △ 20,019 △183,252

  11 減損損失  － 2,920,181 －

  12  貸倒引当金繰入額  － 30,244 －

  13 投資有価証券評価損  － 34,078 －

  14 不動産賃貸違約金収入  － △ 26,400 －

 15 たな卸資産の増減額  △137,109 △ 6,393 235,250

 16 仕入債務の増減額  991,084 2,062,379 △2,058,890

 17 未払消費税等の増減額  △55,015 32,473 △41,357

 18 未収入金の増減額  △28,045 △ 10,434 33,210

 19 未払費用の増減額  214,146 100,251 △43,878

 20 役員賞与の支払額  △10,000 － △10,000

  21  その他  △26,816 △ 21,300 256,073

    小計  1,266,867 1,962,067 △ 486,990

 22 利息及び配当金の受取額  37,179 33,322 45,576

  23 利息の支払額  △7,083 △ 12,538 △13,251

 24 預り保証金の増減額  △57,634 △ 68,049 △61,323

 25 法人税等の支払額  △13,865 △ 229,100 △61,974

 26 その他  △3,126 － －

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 1,222,337 1,685,701 △577,964

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 有形固定資産の取得による支出  △734,271 △6,674 △987,796

 ２ 有形固定資産の売却による収入  718 80 －

 ３ 投資有価証券の取得による支出  △73,511 △169,067 △265,052

 ４ 投資有価証券の売却による収入  44 51,635 420,300

 ５ 長期貸付金の回収による収入 

  ６ 関係会社への長期貸付による支出 
 

5,822

－
7,357 

△1,171,092 

10,665

△1,182,577

 ７ 関係会社からの長期貸付回収による収入  － 428,049 －

 ８ 建築協力金の支出  △70,000 － △80,000

 ９ 建築協力金の回収による収入  200,847 189,087 215,801

 10 その他  △40,582 119,021 △114,054

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △710,932 △551,602 △1,982,712



 
 

―18― 

  

  

前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日)

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前事業年度 

キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 短期借入れによる増減額  1,000,000 800,000 1,500,000

 ２ 長期借入金の返済による支出  － 200,000 △300,000

 ３ 自己株式の取得による支出  △341 △232 △797

 ４ 配当金の支払額  △142,804 △142,797 △232,055

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 856,853 856,970 967,147

Ⅳ 現金及び現金同等物に 

  係る換算差額 
 － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  1,368,258 1,991,068 △1,593,529

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,943,334 1,349,805 2,943,334

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
※１ 4,311,592 3,340,874 1,349,805
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【訂正後】 

④ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日)

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前事業年度 

キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20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 
  

 １ 税引前中間(当期)純損失  △155,511 △ 3,760,749 △1,250,755

 ２ 減価償却費  304,424 220,861 637,233

 ３ 賞与引当金の増減額  10,200 18,600 △5,000

 ４ 退職給付引当金の増減額  6,895 2,134 1,935

 ５ 不動産賃借料相殺額  142,224 140,285 298,982

 ６ 受取利息及び受取配当金  △24,265 △ 35,666 △60,180

 ７ 支払利息  6,374 7,934 12,478

 ８ 固定資産除売却損 

 ９ 関係会社支援損 
 

36,269

－
5,972 

150,000 

97,372

1,500,000

  10 投資有価証券売却益  － △ 20,019 △183,252

  11 減損損失  － 3,005,842 －

  12  貸倒引当金繰入額  － 30,244 －

  13 投資有価証券評価損  － 34,078 －

  14 不動産賃貸違約金収入  － △ 26,400 －

 15 たな卸資産の増減額  △136,892 △ 789 237,254

 16 仕入債務の増減額  982,878 2,090,067 △1,967,110

 17 未払消費税等の増減額  △55,015 31,154 △41,357

 18 未収入金の増減額  △28,045 △ 10,434 33,210

 19 未払費用の増減額  214,146 100,251 △43,878

 20 役員賞与の支払額  △10,000 － △10,000

  21  その他  △26,816 △ 21,300 256,073

    小計  1,266,867 1,962,067 △ 486,990

 22 利息及び配当金の受取額  37,179 33,322 45,576

  23 利息の支払額  △7,083 △ 12,538 △13,251

 24 預り保証金の増減額  △57,634 △ 68,049 △61,323

 25 法人税等の支払額  △13,865 △ 229,100 △61,974

 26 その他  △3,126 － －

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 1,222,337 1,685,701 △577,964

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 有形固定資産の取得による支出  △734,271 △6,674 △987,796

 ２ 有形固定資産の売却による収入  718 80 －

 ３ 投資有価証券の取得による支出  △73,511 △169,067 △265,052

 ４ 投資有価証券の売却による収入  44 51,635 420,300

 ５ 長期貸付金の回収による収入 

  ６ 関係会社への長期貸付による支出 
 

5,822

－
7,357 

△1,171,092 

10,665

△1,182,577

 ７ 関係会社からの長期貸付回収による収入  － 428,049 －

 ８ 建築協力金の支出  △70,000 － △80,000

 ９ 建築協力金の回収による収入  200,847 189,087 215,801

 10 その他  △40,582 119,021 △114,054

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △710,932 △551,602 △1,982,712



 
 

―20― 

  

  

前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 

至 平成17年８月20日)

当中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 

至 平成18年８月20日) 

前事業年度 

キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年２月21日 

至 平成18年２月20日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 短期借入れによる増減額  1,000,000 800,000 1,500,000

 ２ 長期借入れによる収入  － 200,000 －

 ３ 長期借入金の返済による支出  － － △300,000

 ４ 自己株式の取得による支出  △341 △232 △797

 ５ 配当金の支払額  △142,804 △142,797 △232,055

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 856,853 856,970 967,147

Ⅳ 現金及び現金同等物に 

  係る換算差額 
 － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  1,368,258 1,991,068 △1,593,529

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,943,334 1,349,805 2,943,334

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
※１ 4,311,592 3,340,874 1,349,805
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Ｐ．16 
会計処理の変更 

【訂正前】 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月21日 
  至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
  至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
 至 平成18年２月20日) 

 

────────────── 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

────────────── 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準の設定基準」

(「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」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第6号)を適用しております。

 これにより、営業損失及び経常損

失が65百万円減少し、税引前中間純

損失が2,854百万円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

(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13,799百万円であ

ります。 

 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

────────────── 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

────────────── 
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【訂正後】 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月21日 
  至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
  至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
 至 平成18年２月20日) 

 

────────────── 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

────────────── 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準の設定基準」

(「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」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第6号)を適用しております。

 これにより、営業損失及び経常損

失が67百万円減少し、税引前中間純

損失が2,937百万円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

(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13,492百万円であ

ります。 

 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

────────────── 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

────────────── 
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Ｐ．17 
注記事項 

【訂正前】 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 
(平成18年８月20日) 

前事業年度末 
(平成18年２月20日) 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

11,221,080千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額

11,549,836千円

※１有形固定資産の減価償却累計額

11,356,139千円
 

(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息    19,800千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息    30,972千円

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息    52,956千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息     6,374千円 

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息     7,934千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息    12,478千円

※３ 特別損失のうち重要なもの 

 
 

────── 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

減損損失  2,920,181千円 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

関係会社 
支援損    1,500,000千円

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産  299,334 千円 
無形固定資産   2,041 千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

────── 
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産    221,383千円
 無形固定資産     1,427千円

※５ 減損損失 
 当社は、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。 

(1)減損損失を認識した資産グルー 
  プの概要 

用途 種類 場所 金額 

事業用資産 建物

埼玉県、

千葉県他

2,613,899千円

埼玉県

越谷市

302,892千円

遊休資産 土地

栃木県

日光市

3,390千円

合計 2,920,181千円

 
(2)減損損失の内訳 
 

種類 金額 

建物 1,975,482千円

構築物 214,307千円

器具及び備品 147,386千円

土地 351,868千円

その他 231,136千円

合計 2,920,181千円

 
 当社は、管理会計上の区分を基礎
にグルーピングを行っております
が、現在未稼働で今後も事業の用に
供する予定のないものについては遊

※４ 減価償却実施額 

  有形固定資産  632,153千円
   無形固定資産   4,070千円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

────── 
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休資産としてグルーピングしており
ます。 
 事業用資産のうち収益性が低下し
ている資産グループについて、ま
た、遊休資産のうち地価が下落して
いる物件について、減損の要否を検
討し、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し減損損失を計上しておりま
す。 
 なお、当資産グループの回収可能
価額は正味売却価額により測定して
おり、正味売却価額は主として不動
産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定
士による評価額を基準としておりま
す。 
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【訂正後】 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年８月20日) 

当中間会計期間末 
(平成18年８月20日) 

前事業年度末 
(平成18年２月20日) 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

11,221,080千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額

11,547,886千円

※１有形固定資産の減価償却累計額

11,356,139千円
 

(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息    19,800千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息    30,972千円

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息    52,956千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息     6,374千円 

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息     7,934千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息    12,478千円
    消費税修正額   4,370千円

※３ 特別損失のうち重要なもの 

 
 

────── 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

減損損失  3,005,842千円 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

関係会社 
支援損    1,500,000千円

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産  299,334 千円 
無形固定資産   2,041 千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

────── 
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産    219,434千円
 無形固定資産     1,427千円

※５ 減損損失 
 当社は、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。 

(1)減損損失を認識した資産グルー 
  プの概要 

用途 種類 場所 金額 

事業用資産 建物

埼玉県、

千葉県他

2,699,560千円

埼玉県

越谷市

302,892千円

遊休資産 土地

栃木県

日光市

3,390千円

合計 3,005,842千円

 
(2)減損損失の内訳 
 

種類 金額 

建物 2,051,390千円

構築物 216,959千円

器具及び備品 154,487千円

土地 351,868千円

その他 231,136千円

合計 3,005,842千円

 当社は、管理会計上の区分を基礎
にグルーピングを行っております
が、現在未稼働で今後も事業の用に
供する予定のないものについては遊

※４ 減価償却実施額 

  有形固定資産  632,153千円
   無形固定資産   4,070千円
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

────── 
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休資産としてグルーピングしており
ます。 
 事業用資産のうち収益性が低下し
ている資産グループについて、ま
た、遊休資産のうち地価が下落して
いる物件について、減損の要否を検
討し、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し減損損失を計上しておりま
す。 
 なお、当資産グループの回収可能
価額は正味売却価額により測定して
おり、正味売却価額は主として不動
産鑑定評価基準に基づく不動産鑑定
士による評価額を基準としておりま
す。 
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Ｐ．21 
【訂正前】 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

１株当たり純資産額 1,079円92銭 773円11銭 1,004円83銭

１株当たり中間(当期)
純損失（△） 

△7円32銭 △223円89銭 △74円75銭

 １株当たり中間純損失であ

り、また、潜在株式がない

ため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、記載しておりません。

１株当たり中間純損失であ

り、また、潜在株式がない

ため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、記載しておりません。

１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式がない

ため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は記載しておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

     

  

 １株当たり中間(当期)純損失 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日
至 平成17年８月20日)

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日
至 平成18年２月20日)

中間(当期)純損失（△）(千
円) 

△130,598 △3,996,450 △1,334,260

普通株主に帰属しない金額 
    (千円) 

－ － －

(うち利益処分による役員賞
与金) 

－ － －

普通株式に係る中間(当期) 
純損失（△）(千円) 

△130,598 △3,996,450 △1,334,260

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

17,850 17,849 17,850
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【訂正後】 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日 
至 平成18年２月20日) 

１株当たり純資産額 1,074円88銭 755円89銭 994円08銭

１株当たり中間(当期)
純損失（△） 

△6円87銭 △230円37銭 △80円00銭

 １株当たり中間純損失であ

り、また、潜在株式がない

ため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、記載しておりません。

１株当たり中間純損失であ

り、また、潜在株式がない

ため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、記載しておりません。

１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式がない

ため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は記載しておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

     

  

 １株当たり中間(当期)純損失 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月21日
至 平成17年８月20日)

当中間会計期間 
(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月21日
至 平成18年２月20日)

中間(当期)純損失（△）(千
円) 

△122,609 △4,112,134 △1,428,044

普通株主に帰属しない金額 
    (千円) 

－ － －

(うち利益処分による役員賞
与金) 

－ － －

普通株式に係る中間(当期) 
純損失（△）(千円) 

△122,609 △4,112,134 △1,428,044

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

17,850 17,849 17,850

 


