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各  位 

会社名   株式会社ひらまつ 

代表者名 代表取締役社長       平松 博利 

（コード番号：2764 東証二部） 

問合せ先 執行役員管理本部部長 服部 亮人 

（TEL：03-5793-8811） 

 

 

（訂正）「平成 19 年９月期 中間決算短信」の一部訂正について 

 

 

2007 年 5 月 11 日付で発表いたしました「平成 19 年９月期 中間決算短信」の開示内容の一部につ

いて、誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を表示しておりま

す。 

 

 

記 

 

 

【訂正箇所】 

●４頁 １．経営成績 (2)財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

＜訂正前＞ 

 財務活動の結果、獲得した資金は 379 百万円（前中間連結会計期間は 446 百万円の支出）となりま

した。 

 これは主に長期借入れによる収入が 500 百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が 44

百万円となったことによるものであります。 

 

＜訂正後＞ 

 財務活動の結果、獲得した資金は 379 百万円（前中間連結会計期間は 446 百万円の支出）となりま

した。 

 これは主に短期借入れによる収入が 500 百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が 44

百万円となったことによるものであります。 

 

●17 頁 ４．中間連結財務諸表  

(2)中間連結損益計算書 
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＜訂正前＞ 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日

至 平成 18 年３月 31 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 10 月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間

期比 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成 17 年 10 月１日 

至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高     3,354,004 100.0   3,332,779 100.0 △21,224   6,686,430 100.0

Ⅱ 売上原価     1,492,925 44.5   1,551,789 46.6 58,864   3,014,970 45.1

売上総利益     1,861,078 55.5   1,780,989 53.4 △80,088   3,671,460 54.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,622,834 48.4   1,761,816 52.9 138,982   3,271,868 48.9

営業利益     238,244 7.1   19,173 0.6 △219,071   399,591 6.0

                  

 

＜訂正後＞ 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日

至 平成 18 年３月 31 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 10 月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間

期比 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成 17 年 10 月１日 

至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高     3,354,004 100.0   3,332,779 100.0 △21,224   6,686,430 100.0

Ⅱ 売上原価     1,492,925 44.5   1,551,789 46.6 58,864   3,014,970 45.1

売上総利益     1,861,078 55.5   1,780,989 53.4 △80,088   3,671,460 54.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,622,834 48.4   1,761,816 52.8 138,982   3,271,868 48.9

営業利益     238,244 7.1   19,173 0.6 △219,071   399,591 6.0

                  

 

●21～22 頁 ４．中間連結財務諸表 

(4)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 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日）

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年 10 月１日 
至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

          

… 

 

… … … … 

未払法人税等 
（減少：△） 

  － △5,000 △5,000 50 

未払消費税等 
（減少：△） 

  － △45,183 △45,183 33,323 

前受金の増減額 
（減少：△） 

  △66,127 △54,124 12,003 △85,217 

その他   16,394 △58,571 △74,966 △17,972 

小計   147,747 △51,833 △199,581 532,836 
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前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日）

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年 10 月１日 
至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

          

長期借入れによる収入   － 500,000 500,000 500,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

  △393,582 △44,347 349,234 △487,284 

社債償還による支出   △14,000 △14,000 － △28,000 

配当金の支払額   △38,641 △62,039 △23,397 △38,641 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △446,224 379,613 825,837 △53,926 

            

 

＜訂正後＞ 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日）

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年 10 月１日 
至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

          

… 

 

… … … … 

未払法人税等 
（減少：△） 

  － － － 50 

未払消費税等 
（減少：△） 

  － － － 33,323 

前受金の増減額 
（減少：△） 

  △66,127 △54,124 12,003 △85,217 

その他   16,394 △108,755 △125,149 △17,972 

小計   147,747 △51,833 △199,581 532,836 

 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日）

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年 10 月１日 
至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

          

短期借入れによる収入  － 500,000 500,000 － 

長期借入れによる収入   － － － 500,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

  △393,582 △44,347 349,234 △487,284 

社債償還による支出   △14,000 △14,000 － △28,000 

配当金の支払額   △38,641 △62,039 △23,397 △38,641 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △446,224 379,613 825,837 △53,926 
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●31 頁 注記事項 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

＜訂正前＞ 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 
１株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成 18 年 12 月 27 日 

定時株主総会 
普通株式 63,465 840 平成 18 年９月 30 日 平成 18 年 12 月 28 日

 

＜訂正後＞ 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 
１株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成 18 年 12 月 27 日 

定時株主総会 
普通株式 63,645 840 平成 18 年９月 30 日 平成 18 年 12 月 28 日

 

●34 頁 注記事項 

（リース取引関係） 

＜訂正前＞ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成10年９月30日） 

（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 （2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 88,834千円 

１年超 509,047 

合計 597,881 

  

 

１年内 64,883千円

１年超 165,979  

合計 230,863 
  

 

１年内 88,055千円

１年超 573,481  

合計 661,537  
  

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 

支払リース料 45,946千円 

減価償却費相当額 42,349  
支払利息相当額 5,062  

  

 

支払リース料 32,890千円

減価償却費相当額 31,036  
支払利息相当額 2,298  

  

 

支払リース料 100,693千円

減価償却費相当額 74,028  
支払利息相当額 19,684  

  

 

＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成10年９月30日） 

（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 （2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 88,834千円 

１年超 509,047 

合計 597,881 

  

 

１年内 94,003千円

１年超 545,099 

合計 639,103 
  

 

１年内 88,055千円

１年超 573,481  

合計 661,537  
  

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 

支払リース料 45,946千円 

減価償却費相当額 42,349  
支払利息相当額 5,062  

  

 

支払リース料 54,929千円

減価償却費相当額 45,829  
支払利息相当額 10,186  

  

 

支払リース料 100,693千円

減価償却費相当額 74,028  
支払利息相当額 19,684  
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●44 頁 ５．中間個別財務諸表 

(2)中間損益計算書 

＜訂正前＞ 

   
前中間会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日）

当中間会計期間 
（自 平成 18 年 10 月１日 
至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間
期比 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成 17 年 10 月１日
至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

経常利益     262,103 7.8   45,100 1.4 △217,002   454,484 6.8

…  … … … … … … … … … … 

税引前中間（当期）純利益     265,435 7.9   406 0.0 △265,028   424,155 6.4

法人税、住民税及び事業税   99,896     28,955       164,177     

法人税等調整額   15,452 115,349 3.5 △16,997 11,957 0.4 △103,391 22,228 186,406 2.8

中間（当期）純利益     150,086 4.5   △11,551 △0.3 △161,637   237,748 3.6

前期繰越利益     980,728     －   －   －   

中間（当期）未処分利益     1,130,815     －   －   －   
                    

 

＜訂正後＞ 

   
前中間会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日）

当中間会計期間 
（自 平成 18 年 10 月１日 
至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間
期比 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成 17 年 10 月１日

至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

経常利益     262,103 7.8   45,100 1.3 △217,002   454,484 6.8

…  … … … … … … … … … … 

税引前中間（当期）純利益     265,435 7.9   406 0.0 △265,028   424,155 6.4

法人税、住民税及び事業税   99,896     28,955       164,177     

法人税等調整額   15,452 115,349 3.5 △16,997 11,957 0.3 △103,391 22,228 186,406 2.8

中間（当期）純利益     150,086 4.5   △11,551 △0.3 △161,637   237,748 3.6

前期繰越利益     980,728     －   －   －   

中間（当期）未処分利益     1,130,815     －   －   －   
                    

 

●51 頁 注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

＜訂正前＞ 

前中間会計期間末 

（平成 18 年３月 31 日） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年３月 31 日） 

前事業年度末 

（平成 18 年９月 30 日） 

※２ 消費税等の取扱 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動負債のその他に含めて表示して

おります。 

※２ 消費税等の取扱 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、借方残高の場合は流動資産

のその他、貸方残高の場合は流動負債

のその他に含めて表示しております。

※２     ────── 

  

  

  
 

 

＜訂正後＞ 

前中間会計期間末 

（平成 18 年３月 31 日） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年３月 31 日） 

前事業年度末 

（平成 18 年９月 30 日） 

※２ 消費税等の取扱 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動負債のその他に含めて表示し

ております。 

※２ 消費税等の取扱 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動資産のその他に含めて

表示しております。 

※２     ────── 
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●54 頁 注記事項 

（リース取引関係） 

＜訂正前＞ 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（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 （2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 88,834千円 

１年超 509,047 

合計 597,881 

  

 

１年内 64,883千円

１年超 165,979  

合計 230,863 
  

 

１年内 88,055千円

１年超 573,481  

合計 661,537  
  

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 

支払リース料 45,946千円 

減価償却費相当額 42,349  
支払利息相当額 5,062  

  

 

支払リース料 32,890千円

減価償却費相当額 31,036  
支払利息相当額 2,298  

  

 

支払リース料 100,693千円

減価償却費相当額 74,028  
支払利息相当額 19,684  

  

 

＜訂正後＞ 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（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 （2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 88,834千円 

１年超 509,047 

合計 597,881 

  

 

１年内 94,003千円

１年超 545,099 

合計 639,103 
  

 

１年内 88,055千円

１年超 573,481  

合計 661,537  
  

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 

支払リース料 45,946千円 

減価償却費相当額 42,349  
支払利息相当額 5,062  

  

 

支払リース料 54,929千円

減価償却費相当額 45,829  
支払利息相当額 10,186  

  

 

支払リース料 100,693千円

減価償却費相当額 74,028  
支払利息相当額 19,684  
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参考 

訂正後 中間連結損益計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日

至 平成 18 年３月 31 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年 10 月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間

期比 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成 17 年 10 月１日 

至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高     3,354,004 100.0   3,332,779 100.0 △21,224   6,686,430 100.0

Ⅱ 売上原価     1,492,925 44.5   1,551,789 46.6 58,864   3,014,970 45.1

売上総利益     1,861,078 55.5   1,780,989 53.4 △80,088   3,671,460 54.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,622,834 48.4   1,761,816 52.8 138,982   3,271,868 48.9

営業利益     238,244 7.1   19,173 0.6 △219,071   399,591 6.0

Ⅳ 営業外収益                       

１．受取利息   8,587     6,226       16,353     

２．為替差益   18,510     14,948       34,611     

３．前受食事券   －     －       1,161     

４．土地賃貸料   2,474     －       4,712     

５．協賛金   －     22,306       －     

６．その他   5,256 34,828 1.0 4,640 48,122 1.4 13,293 7,686 64,525 1.0

Ⅴ 営業外費用                       

１．支払利息   6,231     10,501       15,077     

２．新株発行費償却   1,051     116       1,942     

３．その他   6,841 14,124 0.4 117 10,735 0.3 △3,389 695 17,715 0.3

経常利益     258,948 7.7   56,560 1.7 △202,387   446,401 6.7

Ⅵ 特別利益                       

１．固定資産売却益 ※２ －     48,457       －     

２．貸倒引当金戻入益   －     －       2,493     

３．会員権売却益   －     －       1,004     

４．過年度業務委託費戻入額   －     －       5,101     

５．その他の特別利益   3,332 3,332 0.1 － 48,457 1.5 45,125 － 8,598 0.1

Ⅶ 特別損失                       

１．固定資産売却損 ※３ －     －       352     

２．固定資産除却損 ※４ －     －       21,223     

３．原状回復費   －     －       10,590     

４．臨時償却費   －     －       7,336     

５．特別退職金   －     30,000       13,982     

６．その他の特別損失   － － － － 30,000 0.9 30,000 2,945 56,431 0.8

税金等調整前中間（当期）

純利益 
    262,280 7.8   75,017 2.3 △187,262   398,568 6.0

法人税、住民税及び事業税   99,896     28,955       165,406     

法人税等調整額   15,452 115,349 3.4 △16,997 11,957 0.4 △103,391 22,228 187,634 2.8

中間（当期）純利益     146,931 4.4   63,059 1.9 △83,871   210,933 3.2
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参考 

訂正後 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日）

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年 10 月１日 
至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（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 

  262,280 75,017 △187,262 398,568 

減価償却費   65,156 94,277 29,120 144,860 

貸倒引当金の増減額（減
少：△） 

  △2,997 805 3,803 1,180 

受取利息及び受取配当
金 

  △8,587 △6,261 2,325 △16,353 

支払利息   7,794 10,501 2,706 15,077 

株式報酬費用   － 5,556 5,556 － 

有形固定資産売却益   － △48,457 △48,457 － 

有形固定資産除却損   － － － 18,674 

売上債権の増減額 
（増加：△） 

  △73,757 △12,285 61,471 △102,253 

たな卸資産の増減額（増
加：△） 

  13,611 △52,706 △66,317 23,261 

前渡金の増減額 
（増加：△） 

  － 288 288 － 

その他の流動資産の増
減額（増加：△） 

  △5,153 △13,802 △8,648 △23,023 

買掛金の増減額 
（減少：△） 

  △21,927 51,516 73,443 102,715 

未払金の増減額 
（減少：△） 

  11,893 △8,995 △20,888 63,582 

未払費用の増減額 
（減少：△） 

  △50,832 15,591 66,424 △23,636 

未払法人税等 
（減少：△） 

  － － － 50 

未払消費税等 
（減少：△） 

  － － － 33,323 

前受金の増減額 
（減少：△） 

  △66,127 △54,124 12,003 △85,217 

その他   16,394 △108,755 △125,149 △17,972 

小計   147,747 △51,833 △199,581 532,836 

利息及び配当金の受取
額 

  8,476 6,162 △2,313 16,156 

利息の支払額   △7,491 △10,002 △2,511 △16,188 

法人税等の支払額   △97,844 △101,455 △3,611 △155,822 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  50,887 △157,129 △208,017 376,981 
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前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日）

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年 10 月１日 
至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（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 

  △30,000 － 30,000 △30,000 

ゴルフ会員権の売却に
よる収入 

  2,344 － △2,344 2,955 

有形・無形固定資産の取
得による支出 

  △126,285 △421,629 △295,343 △736,696 

有形固定資産の売却に
よる収入 

  338,215 89,728 △248,487 446,767 

差入敷金・保証金の差入
による支出 

  △121,859 △112,728 9,131 △123,090 

差入敷金・保証金の返戻
による収入 

  9,220 1,287 △7,932 28,761 

貸付による支出   － △2,430 △2,430 － 

貸付金の回収による収
入 

  1,336 1,039 △296 2,169 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  72,971 △444,731 △517,702 △409,131 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

          

短期借入れによる収入  － 500,000 500,000 － 

長期借入れによる収入   － － － 500,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

  △393,582 △44,347 349,234 △487,284 

社債償還による支出   △14,000 △14,000 － △28,000 

配当金の支払額   △38,641 △62,039 △23,397 △38,641 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △446,224 379,613 825,837 △53,926 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

  5,275 1,830 △3,444 8,302 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 

  △317,090 △220,416 96,673 △77,774 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

  1,134,421 1,056,647 △77,774 1,134,421 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

  817,331 836,231 18,899 1,056,647 
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参考 

訂正後 中間損益計算書 

   
前中間会計期間 

（自 平成 17 年 10 月１日 
至 平成 18 年３月 31 日）

当中間会計期間 
（自 平成 18 年 10 月１日 
至 平成 19 年３月 31 日）

対前中間
期比 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成 17 年 10 月１日

至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     3,341,409 100.0   3,328,555 100.0 △12,854   6,664,670 100.0

Ⅱ 売上原価     1,490,025 44.6   1,558,209 46.8 68,183   3,008,207 45.1

売上総利益     1,851,384 55.4   1,770,346 53.2 △81,038   3,656,462 54.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,607,823 48.1   1,749,947 52.6 142,123   3,237,128 48.6

営業利益     243,561 7.3   20,399 0.6 △223,162   419,334 6.3

Ⅳ 営業外収益                       

１．受取利息   4,706     5,005       9,596     

２．為替差益   18,210     13,202       33,118     

３．前受食事券   －     －       1,161     

４．土地賃貸料    －     －       4,712     

５．協賛金   －     13,000       －     

６．雑収入   5,087 28,003 0.8 4,228 35,436 1.1 7,432 3,525 52,113 0.8

Ⅴ 営業外費用                       

１．支払利息   6,231     9,022       11,241     

２．社債利息    －     －       3,084     

３．新株発行費償却   1,051     116       1,942     

４．雑支出   2,178 9,461 0.3 1,596 10,735 0.3 1,273 695 16,963 0.3

経常利益     262,103 7.8   45,100 1.3 △217,002   454,484 6.8

Ⅵ 特別利益                       

１．固定資産売却益 ※１ －     45,508       －     

２．貸倒引当金戻入益   －     －       2,493     

３．会員権売却益   －     －       1,004     

４．過年度受取利息   －     －       3,474     

５．過年度業務委託費戻入額    －     －       5,101     

６．その他特別損益   3,332 3,332 0.1 － 45,508 1.4 42,176 － 12,073 0.2

Ⅶ 特別損失                       

１．固定資産売却損 ※２ －     －       352     

２．固定資産除却損 ※３ －     －       21,223     

３．原状回復費    －     －       10,590     

４．臨時償却費    －     －       7,336     

５．関係会社株式評価損    －     60,202       －     

６．特別退職金   －     30,000       －     

７．その他   － － － － 90,202 2.7 90,202 2,899 42,402 0.6

税引前中間（当期）純利益     265,435 7.9   406 0.0 △265,028   424,155 6.4

法人税、住民税及び事業税   99,896     28,955       164,177     

法人税等調整額   15,452 115,349 3.5 △16,997 11,957 0.3 △103,391 22,228 186,406 2.8

中間（当期）純利益     150,086 4.5   △11,551 △0.3 △161,637   237,748 3.6

前期繰越利益     980,728     －   －   －   

中間（当期）未処分利益     1,130,815     －   －   －   
                    

 

 

以  上 
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