
 
平成19年10月30日 

各  位 

 

会社名     株式会社  丸 和           

代表者     代表取締役社長  根石 義浩    

本社所在地 福岡県北九州市小倉北区大手町10番10号 

（コード番号 9874 福証）     

問合せ先   経営企画室長理事 三澤 尚文    

TEL 093-582-7100           

 

（訂正）「平成20年１月期中間決算短信」の一部訂正のお知らせ 

 

平成19年９月28日に発表いたしました「平成20年１月期 中間決算短信」について再確認を行っ

た結果、記載事項の一部に訂正を要する事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には  を付して表示しております。 

 

記 

 

訂正箇所 

 

1.平成19年７月中間期の連結業績（平成19年２月１日～平成19年７月31日） 

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

（訂正前）  
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月中間期 19,240 5.2 320 3,264.4 225 2.3 69 134.6 

18年７月中間期 18,282 △7.7 ９ ― 220 ― 29 ― 

19年１月期 36,428 △7.8 325 ― 426 ― 20 ― 

 

 
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 

 円 銭 円 銭

19年７月中間期 ４ 95 ― ― 

18年７月中間期 ２ 11 ― ― 

 19年１月期 １ 47 ― ―  
（後略） 

 

（訂正後）  
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月中間期 19,240 5.2 287 2917.3 193 △12.3 37 27.6 

18年７月中間期 18,282 △7.7 ９ ― 220 ― 29 ― 

19年１月期 36,428 △7.8 325 ― 426 ― 20 ― 

 

 
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 

 円 銭 円 銭

19年７月中間期 ２ 67 ― ― 

18年７月中間期 ２ 11 ― ― 

 19年１月期 １ 47 ― ―  
（後略） 



 - 2 - 
 

(2) 連結財政状態 

（訂正前） 

 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

19年７月中間期 22,046 2,449 11.1 173 99 

18年７月中間期 21,142 2,389 11.3 169 87 

19年１月期 21,361 2,380 11.1 169 22  
（後略） 

 

（訂正後） 

 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

19年７月中間期 22,041 2,417 11.0 171 89 

18年７月中間期 21,142 2,389 11.3 169 87 

19年１月期 21,361 2,380 11.1 169 22  
（後略） 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年７月中間期 △17 △396 365 640 

18年７月中間期 △510 △28 △91 724 

 19年１月期 △1,251 410 175 689 

 

（訂正後） 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年７月中間期 29 △444 365 640 

18年７月中間期 △510 △28 △91 724 

 19年１月期 △1,251 410 175 689 

 

(参考) 個別業績の概要 

1.平成19年７月中間期の個別業績（平成19年２月１日～平成19年７月31日） 

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

（訂正前） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月中間期 17,985 △1.5 315 13,282.8 165 △24.9 44 49.0 

18年７月中間期 18,258 △7.7 ２ ― 220 ― 29 ― 

19年１月期 36,365 △7.9 319 ― 424 ― △13 ― 

 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 円 銭 

19年７月中間期 ３ 13 

18年７月中間期 ２ 10 

19年１月期 △０ 94 
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（訂正後） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月中間期 17,985 △1.5 332 16,500 184 △16.4 63 117.2 

18年７月中間期 18,258 △7.7 ２ ― 220 ― 29 ― 

19年１月期 36,365 △7.9 319 ― 424 ― △13 ― 

 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 円 銭 

19年７月中間期 ４ 50 

18年７月中間期 ２ 10 

19年１月期 △０ 94 

 

(2) 個別財政状態 

（訂正前） 

 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

19年７月中間期 21,836 2,510 11.5 178 29 

18年７月中間期 21,168 2,509 11.9 178 40 

 19年１月期 21,424 2,466 11.5 175 35  
（後略） 

（訂正後） 

 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

19年７月中間期 21,835 2,529 11.6 179 85 

18年７月中間期 21,168 2,509 11.9 178 40 

 19年１月期 21,424 2,466 11.5 175 35  
（後略） 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（訂正前） 

<前略> 

①．２期連続中間会計期間における黒字化の達成 

 経営成績においては、商品陳列オペレーションシステムの稼働、営業時間延長店舗の拡大、商品原価の引き下げ等の施策によ

り、営業利益は前期比大幅増加となりました。また、物流コストの低減・シェアドサービスのスタート等により、売上高販管費

率は前期比3.5％の減少を実現いたしました。 

 その結果、営業利益は３億20百万円（前期比３億11百万円の増加）と、経常利益は２億25百万円（前期比５百万円の増加）、

当期純利益は69百万円（前期比40百万円の増加）と、２期連続中間会計期間黒字を実現いたしました。 

<後略> 

 

（訂正後） 

<前略> 

①．２期連続中間会計期間における黒字化の達成 

 経営成績においては、商品陳列オペレーションシステムの稼働、営業時間延長店舗の拡大、商品原価の引き下げ等の施策によ

り、営業利益は前期比大幅増加となりました。また、物流コストの低減・シェアドサービスのスタート等により、売上高販管費

率は前期比3.3％の減少を実現いたしました。 

 その結果、売上高は192億40百万円（前年同期比９億57百万円の増加）、営業利益は２億87百万円（前期比２億78百万円

の増加）と、経常利益は１億93百万円（前期比26百万円の減少）、中間純利益は37百万円（前期比７百万円の増加）と、２期

連続中間会計期間黒字を実現いたしました。 

<後略> 

 

(2) 財政状態に関する分析 

（訂正前） 

<前略> 

 ②キャッシュフローの状況 

当連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ８億38 百万円減少し、６億40百万円となりま

した。   

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、△17百万円（前年同期 △５億10百万円）となり大幅に改善しております。特

殊要因である過年度の構造改革に伴う未払退職金支払額△86 百万円のキャッシュ・アウトを除くと営業活動によるキャッ

シュ・フローは黒字化を達成いたしております。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、△３億96百万円（前年同期 △28百万円）となりました。これは、主としてス

ーパーマーケット改装・新規出店伴う有形固定資産の取得による支出△３億65百万円によるものです。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、３億65百万円（前年同期 △91百万円）となりました。これは、主として長期

借入金による収入43億59百万円によるものです。 

<後略> 

 

（訂正後） 

<前略> 

②キャッシュフローの状況 

当連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ83百万円減少し、６億40百万円となりました。   

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
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 営業活動によるキャッシュ・フローは、29百万円（前年同期 △５億10百万円）となり大幅に改善しております。特殊

要因である過年度の構造改革に伴う未払退職金支払額△86 百万円のキャッシュ・アウトを加味しても営業活動によるキャ

ッシュ・フロー黒字化を達成しております。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、△４億44百万円（前年同期 △28百万円）となりました。これは、主としてス

ーパーマーケット改装・新規出店伴う有形固定資産の取得による支出△３億65百万円によるものです。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、３億65百万円（前年同期 △91百万円）となりました。これは、主として長期

借入金による純収支19億75百万円によるものです。 

<後略> 
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４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

（訂正前） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年１月31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    

（中略）    

 ４ たな卸資産   1,031,835 961,908  946,053

 ５ その他   564,789 793,062  670,509

（中略）    

   流動資産合計   2,708,506 12.8 2,974,558 13.5  2,458,395 11.5

Ⅱ 固定資産    

 (1) 有形固定資産 ※１   

  １ 建物及び構築物 ※３  5,572,789 5,490,240  5,462,332

（中略）    

   有形固定資産合計   14,895,159 70.5 14,829,168 67.3  14,813,737 69.3

 (2) 無形固定資産   357,376 1.7 356,140 1.6  356,758 1.7

 (3) 投資その他の資産    

  １ 敷金保証金 ※３  2,453,995 2,393,213  2,354,159

  ２ その他 ※２,３  725,860 1,492,948  1,378,037

   投資その他の資産 
   合計 

  3,179,856 15.0 3,886,161 17.6  3,732,198 17.5

   固定資産合計   18,432,391 87.2 19,071,470 86.5  18,902,694 88.5

（中略）    

   資産合計   21,142,848 100.0 22,046,028 100.0  21,361,090 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年１月31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
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

（中略）    

 ７ 賞与引当金   15,000 18,328  12,400

 ８ その他   1,333,382 1,253,286  1,496,529

   流動負債合計   8,916,757 42.2 8,284,614 37.6  8,967,627 42.0

Ⅱ 固定負債    

（中略）    

 ２ 長期借入金 ※４  5,875,159 8,036,660  6,396,390

（中略）    

 ４ その他   1,051,344 765,392  906,923

   固定負債合計   9,836,150 46.5 11,311,700 51.3  10,012,962 46.9

   負債合計   18,752,908 88.7 19,596,315 88.9  18,980,589 88.9

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   2,909,908 13.8 2,909,908 13.1  2,909,908 13.6

 ２ 資本剰余金   2,883,387 13.6 2,883,387 13.1  2,883,387 13.5

 ３ 利益剰余金   △5,308,277 △25.1 △5,256,355 △23.8  △5,317,340 △24.9

 ４ 自己株式   △8,991 △0.0 △9,821 △0.0  △9,368 △0.0

   株主資本合計   476,026 2.3 527,118 2.4  466,587 2.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ 土地再評価差額金   1,913,913 9.0 1,922,594 8.7  1,913,913 8.9

   評価・換算差額等 
   合計 

  1,913,913 9.0 1,922,594 8.7  1,913,913 8.9

   純資産合計   2,389,939 11.3 2,449,712 11.1  2,380,500 11.1

   負債純資産合計   21,142,848 100.0 22,046,028 100.0  21,361,090 100.0
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（訂正後） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年１月31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    

（中略）    

 ４ たな卸資産   1,031,835 961,944  946,053

 ５ その他   564,789 783,696  670,509

（中略）    

   流動資産合計   2,708,506 12.8 2,965,229 13.5  2,458,395 11.5

Ⅱ 固定資産    

 (1) 有形固定資産 ※１   

  １ 建物及び構築物 ※３  5,572,789 5,487,880  5,462,332

（中略）    

   有形固定資産合計   14,895,159 70.5 14,826,808 67.3  14,813,737 69.3

 (2) 無形固定資産   357,376 1.7 398,997 1.8  356,758 1.7

 (3) 投資その他の資産    

  １ 敷金保証金 ※３  2,453,995 2,391,057  2,354,159

  ２ その他 ※２,３  725,860 1,459,788  1,378,037

   投資その他の資産 
   合計 

  3,179,856 15.0 3,850,846 17.4  3,732,198 17.5

   固定資産合計   18,432,391 87.2 19,076,652 86.5  18,902,694 88.5

（中略）    

   資産合計   21,142,848 100.0 22,041,881 100.0  21,361,090 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年１月31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
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

（中略）    

 ７ 賞与引当金   15,000 ―  12,400

 ８ その他   1,333,382 1,301,454  1,496,529

   流動負債合計   8,916,757 42.2 8,314,454 37.7  8,967,627 42.0

Ⅱ 固定負債    

（中略）    

 ２ 長期借入金 ※４  5,875,159 7,936,660  6,396,390

（中略）    

 ４ その他   1,051,344 863,532  906,923

   固定負債合計   9,836,150 46.5 11,309,840 51.3  10,012,962 46.9

   負債合計   18,752,908 88.7 19,624,294 89.0  18,980,589 88.9

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   2,909,908 13.8 2,909,908 13.2  2,909,908 13.6

 ２ 資本剰余金   2,883,387 13.6 2,883,387 13.1  2,883,387 13.5

 ３ 利益剰余金   △5,308,277 △25.1 △5,288,481 △24.0  △5,317,340 △24.9

 ４ 自己株式   △8,991 △0.0 △9,821 △0.0  △9,368 △0.0

   株主資本合計   476,026 2.3 494,992 2.3  466,587 2.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ 土地再評価差額金   1,913,913 9.0 1,922,594 8.7  1,913,913 8.9

   評価・換算差額等 
   合計 

  1,913,913 9.0 1,922,594 8.7  1,913,913 8.9

   純資産合計   2,389,939 11.3 2,417,587 11.0  2,380,500 11.1

   負債純資産合計   21,142,848 100.0 22,041,881 100.0  21,361,090 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

（訂正前） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31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
(％)

（中略）     

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  4,849,417 26.8 4,442,102 23.3  9,629,645 26.7

   営業利益   9,532 0.1 320,692 1.7  325,821 0.9

Ⅴ 営業外収益     

 １ 受取利息  4,038 2,841  6,579 

（中略）     

 ３ 持分法による投資 
   利益 

 4,970 50,412  13,073 

 ４ 未回収商品券受入益  5,055 ―  ― 

 ５ 協賛金等収入  312,000 ―  ― 

 ６ その他  13,972 343,144 1.8 9,404 69,760 0.4 351,520 374,281 1.0

Ⅵ 営業外費用     

 １ 支払利息  122,419 131,537  247,571 

 ２ その他  9,493 131,913 0.7 32,968 164,505 0.9 25,559 273,132 0.8

   経常利益   220,763 1.2 225,947 1.2  426,970 1.2

（中略）     

Ⅷ 特別損失     

（中略）     

 ４ 商品評価損  ― ―  238,516 

 ５ 閉店に伴う整理損失  ― 52,563  361,604 

（中略）     

 ７ 前期損益修正損  17,500 47,334  17,500 

 ８ その他  ― 181,792 1.0 10,290 129,303 0.7 134,292 1,277,671 3.5

   税金等調整前 
   中間（当期）純利益 

  55,521 0.3 96,644 0.5  △799,472 △2.2

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 25,464 29,307  58,352 

   法人税等調整額  363 25,827 0.1 △2,329 26,978 0.1 △878,455 △820,102 △2.3

中間(当期)純利益   29,693 0.2 69,665 0.4  20,630 0.1
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（訂正後） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31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
(％)

（中略）     

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  4,849,417 26.8 4,475,187 23.5  9,629,645 26.7

   営業利益   9,532 0.1 287,607 1.5  325,821 0.9

Ⅴ 営業外収益     

 １ 受取利息  4,038 2,880  6,579 

（中略）     

 ３ 持分法による投資 
   利益 

 4,970 48,586  13,073 

 ４ 未回収商品券受入益  5,055 4,957  ― 

 ５ 協賛金収入  312,000 ―  312,000  

 ６ その他  13,972 343,144 1.8 4,446 67,973 0.4 39,520 374,281 1.0

Ⅵ 営業外費用     

 １ 支払利息  122,419 128,655  247,571 

 ２ その他  9,493 131,913 0.7 33,104 161,759 0.9 25,559 273,132 0.7

   経常利益   220,763 1.2 193,821 1.0  426,970 1.2

（中略）     

Ⅷ 特別損失     

（中略）     

 ４ 商品評価損  ― 47,334  238,516 

 ５ 閉店に伴う整理損失  ― 61,556  361,604 

（中略）     

 ７ 前期損益修正損  17,500 ―  17,500 

 ８ その他  ― 181,792 1.0 1,297 129,303 0.7 134,292 1,277,671 3.5

   税金等調整前 
   中間（当期）純利益 

  55,521 0.3 64,518 0.3  △799,472 △2.2

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 25,464 29,307  58,352 

   法人税等調整額  363 25,827 0.1 △2,329 26,978 0.1 △878,455 △820,102 △2.3

中間(当期)純利益   29,693 0.2 37,539 0.2  20,630 0.1
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

<前略> 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年１月31日残高(千円) 2,909,908 2,883,387 △5,317,340 △9,368 466,587

中間連結会計期間中の変動額   

 中間純利益  69,665  69,665

  土地再評価差額取崩額  △8,681  △8,681

 自己株式の取得  △453 △453

株主資本以外の項目の中間連結会計期
間中の変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 60,984 △453 60,531

平成19年７月31日残高(千円) 2,909,908 2,883,387 △5,256,355 △9,821 527,118

 

評価・換算差額等 

 
土地再評価 
差額金 

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成19年１月31日残高(千円) 1,913,913 1,913,913 2,380,500

中間連結会計期間中の変動額  

 中間純利益  69,665

  土地再評価差額取崩額  △8,681

 自己株式の取得  △453

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額(純額) 

8,681 8,681 8,681

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

8,681 8,681 69,212

平成19年７月31日残高(千円) 1,922,594 1,922,594 2,449,712

<後略> 
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（訂正後） 

<前略> 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年１月31日残高(千円) 2,909,908 2,883,387 △5,317,340 △9,368 466,587

中間連結会計期間中の変動額   

 中間純利益  37,539  37,539

  土地再評価差額取崩額  △8,681  △8,681

 自己株式の取得  △453 △453

株主資本以外の項目の中間連結会計期
間中の変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 28,858 △453 28,405

平成19年７月31日残高(千円) 2,909,908 2,883,387 △5,288,481 △9,821 494,992

 

評価・換算差額等 

 
土地再評価 
差額金 

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成19年１月31日残高(千円) 1,913,913 1,913,913 2,380,500

中間連結会計期間中の変動額  

 中間純利益  37,539

  土地再評価差額取崩額  △8,681

 自己株式の取得  △453

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額(純額) 

8,681 8,681 8,681

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

8,681 8,681 37,086

平成19年７月31日残高(千円) 1,922,594 1,922,594 2,417,587

<後略> 
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(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18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31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 
  

   税金等調整前中間純利益 

   又は税金等調整前中間 

   (当期)純損失(△) 

 55,521 96,644 △799,472

   減価償却費  271,366 272,787 581,275

   賞与引当金増加額  5,320 5,928 2,720

（中略）   

   受取利息及び受取配当金  △7,146 △9,943 △9,687

   支払利息  122,419 131,537 247,571

   金利スワップ評価損  3,960 296 3,734

   持分法による投資損益  △4,970 △50,412 △13,073

   新株発行費償却  1,950 ― 3,900

   雑損  ― 757 ―

      前期損益修正益  ― ― △ 14,862

   前期損益修正損  ― ― 17,500

（中略）   

   有形固定資産除却損  4,073 16,906 18,766

（中略）   

   有形固定資産売却損  15,000 2,208 96,589

（中略）   

   たな卸資産の増減額(増加△)  △7,199 △15,854 124,086

（中略）   

   その他の資産の増減額 

   (増加△) 
 ― △194,284 195,795

   その他の負債の増加額 

   （減少△） 
 ― △210,721 △413,121

   その他  △46,780 1,952 △33,369

    小計  △317,985 286,772 △901,481

（中略）   

  営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △510,557 △17,634 △1,251,492
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

   定期預金の預入れによる 

   支出 
 △228,000 △271,319 △364,000

   定期預金の払戻しによる 

   収入 
 28,000 249,654 136,000

（中略）   

   貸付金の回収による収入  506,275 ― 12,645

   長期貸付の回収による収入  ― 6,466 ―

（中略）   

   出資金の取得による支出  △1,500 ― ―

   その他  △167,827 1,113 △16,070

  投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △28,284 △396,624 410,713

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

（中略）   

   社債の発行による収入  ― ― ―

（中略）   

  財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △91,137 365,772 175,427

Ⅳ 現金及び現金同等物の 

  増減額（減少△） 
 △629,978 △48,487 △665,352

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  期首残高 
 1,354,459 689,107 1,354,459

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
 724,480 640,620 689,107
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（訂正後） 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31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 
  

   税金等調整前中間純利益 

   又は税金等調整前中間 

   当期純損失(△) 

 55,521 64,518 △799,472

   減価償却費  271,366 275,147 581,275

   賞与引当金増加額  5,320 △12,400 2,720

（中略）   

   受取利息及び受取配当金  △7,146 △9,983 △9,687

   支払利息  122,419 128,655 247,571

   金利スワップ評価損  3,960 432 3,734

   持分法による投資損益  △4,970 △48,586 △13,073

（中略）   

   新株発行費償却  1,950 ― ―

   株式交付費償却  ― ― 3,900

（中略）   

   有形固定資産除却損  4,073 2,208 96,589

（中略）   

   有形固定資産売却損  15,000 16,906 18,766

（中略）   

   たな卸資産の増減額(増加△)  △7,199 △15,891 124,086

（中略）   

   立替金増加額（増加△）  ― △93,087 ―

   未払金減少額（減少△）  ― △139,546 ―

   その他  △46,780 △72,951 △639,647

    小計  △317,985 334,391 △901,481

（中略）   

  営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △510,557 29,984 △1,251,492
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

   定期預金の預入れによる 

   支出 
 △228,000 △71,319 △364,000

   定期預金の払戻しによる 

   収入 
 28,000 49,654 136,000

（中略）   

   無形固定資産の 

   取得による支出 
 ― △47,619 ―

（中略）   

   貸付金の回収による収入  506,275 6,466 12,645

   出資金の取得による支出  △1,500 ― △6,500

（中略）   

   その他  △167,827 1,113 △9,570

  投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △28,284 △444,243 410,713

（中略）   

  財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
 △91,137 365,772 175,427

Ⅳ 現金及び現金同等物の 

  増減額（減少△） 
 △629,978 △48,487 △665,352

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  期首残高 
 1,354,459 689,107 1,354,459

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
 724,480 640,620 689,107
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 子会社のうち連結の範囲に含めたのは、次

の１社であります。 

    丸和興産㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 子会社のうち連結の範囲に含めたのは、次

の１社であります。 

  ㈱リテイル・アドバンテージ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 子会社のうち連結の範囲に含めたのは、次

の１社であります。 

    丸和興産㈱ 

（中略）   

   賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当期負担分を計

上しております。 

   賞与引当金 

     同左 

 

   賞与引当金 

        同左 

 

 
（後略） 

 

（訂正後） 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 子会社のうち連結の範囲に含めたのは、次

の１社であります。 

    丸和興産㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 子会社のうち連結の範囲に含めたのは、次

の１社であります。 

  ㈱リテイル・アドバンテージ 

㈱リテイル・アドバンテージは平成19年２

月１日付で新規設立に伴い当中間連結会計

期間より連結の範囲に含めております。

 なお、前連結会計年度において連結子会

社であった丸和興産㈱は、平成19年２月１

日付で当社に吸収合併されたため当中間連

結会計期間より連結の範囲から除外してお

ります。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 子会社のうち連結の範囲に含めたのは、次

の１社であります。 

    丸和興産㈱ 

（中略） （中略） （中略） 

   賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間連結会計期

間負担分を計上しております。 

   賞与引当金 

    ─────  

 

   賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当期負担分を計上してお

ります。 

 

（後略） 
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(6) 中間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 

（訂正前） 

(会計処理の変更) 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31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より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,389,939千円であります。なお、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。 

   

   

   

   

   

   

   
 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

 当連結会計年度より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,380,500千円であります。なお、連結財務諸表等

規則の改正により、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、改正後の連

結財務諸表等規則により作成しております。 

（後略） 
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（訂正後） 

(会計処理の変更) 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31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より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,389,939千円であります。なお、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。 

   

   

   

   

   

   

   
 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

 当連結会計年度より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,380,500千円であります。なお、連結財務諸表等

規則の改正により、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、改正後の連

結財務諸表等規則により作成しております。 

   

 ───────  

   

   

   

   

   
 

（企業結合及び事業分離に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会 終改正平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号）を適用しております。 

   

 ───────  

   

   

   

   

   
 

（後略） 
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

（訂正前） 

前中間連結会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前連結会計年度末 

(平成19年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 12,744,421千円
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 12,574,971千円
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 12,327,690千円
  

※２ 偶発債務 

    下記の会社等の金融機関からの借入金に

関して、次の債務保証を行っており

ます。 

従業員 206千円 

飯塚都市 

開発㈱ 
590,256千円 

 

※２ 偶発債務 

     下記の会社等の金融機関からの借入金に

関して、次の債務保証を行っており

ます。 

飯塚都市 

開発㈱ 
555,648千円

 

※２ 偶発債務 

     下記の会社等の金融機関からの借入金に

関して、次の債務保証を行っており

ます。 

従業員 29千円

飯塚都市 

開発㈱ 583,340千円

 

※３ 担保資産 

運転資金（短期借入金 42,700千円）

設備資金（長期借入金 5,875,159千

円、一年以内返済予定の長期借入金

3,220,382千円）及び飯塚都市開発㈱

の金融機関からの借入金に係る保証

債務の担保として供している資産は

下記のとおりであります。  

建物 3,509,823千円 

土地 8,500,895千円 

敷金保証金 120,000千円 

定期預金 80,000千円 

計 12,210,718千円 
 

※３ 担保資産 

長期運転資金・設備資金（長期借入

金8,036,660千円、一年以内返済予定

の長期借入金3,384,845千円）及び飯

塚都市開発㈱の金融機関からの借入

金に係る保証債務の担保として供し

ている資産は下記のとおりでありま

す。 

建物 2,798,298千円

土地 8,437,183千円

敷金保証金 96,000千円

定期預金 80,000千円

計 11,411,482千円
 

※３ 担保資産 

設備資金(長期借入金6,396,390千円、一

年以内返済予定の長期借入金2,953,345

千円)及び飯塚都市開発㈱の金融機関か

らの借入金に係る保証債務の担保とし

て供している資産は下記のとおりであ

ります。 

 

 

 

建物 3,318,042千円

土地 8,471,983千円

敷金保証金 108,000千円

定期預金 80,000千円

計 11,978,026千円

（後略） 
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（訂正後） 

 
前中間連結会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前連結会計年度末 

(平成19年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 12,744,421千円 
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 12,569,884千円
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 12,327,690千円
  

※２ 偶発債務 

    下記の会社等の金融機関からの借入金に

関して、次の債務保証を行っており

ます。 

従業員 206千円 

飯塚都市 

開発㈱ 
590,256千円 

 

※２ 偶発債務 

     下記の会社等の金融機関からの借入金に

関して、次の債務保証を行っており

ます。 

飯塚都市 

開発㈱ 
566,036千円

㈱石原商事 300,000千円

 

※２ 偶発債務 

     下記の会社等の金融機関からの借入金に

関して、次の債務保証を行っており

ます。 

従業員 29千円

飯塚都市 

開発㈱ 
583,340千円

 

※３ 担保資産 

運転資金（短期借入金 42,700千円）

設備資金（長期借入金 5,875,159千

円、一年以内返済予定の長期借入金

3,220,382千円）及び飯塚都市開発㈱

の金融機関からの借入金に係る保証

債務の担保として供している資産は

下記のとおりであります。  

建物 3,509,823千円 

土地 8,500,895千円 

敷金保証金 120,000千円 

定期預金 80,000千円 

計 12,210,718千円 
 

※３ 担保資産 

長期運転資金・設備資金（長期借入

金7,936,660千円、一年以内返済予定

の長期借入金3,384,845千円）及び飯

塚都市開発㈱の金融機関からの借入

金に係る保証債務の担保として供し

ている資産は下記のとおりでありま

す。 

建物 2,798,298千円

土地 8,437,183千円

敷金保証金 96,000千円

定期預金 80,000千円

計 11,411,482千円
 

※３ 担保資産 

設備資金(長期借入金6,396,390千円、一

年以内返済予定の長期借入金2,953,345

千円)及び飯塚都市開発㈱の金融機関か

らの借入金に係る保証債務の担保とし

て供している資産は下記のとおりであ

ります。 

 

建物 3,318,042千円 

土地 8,471,983千円 

敷金保証金 108,000千円 

定期預金 80,000千円 

計 11,978,026千円 
  

（後略） 



 - 23 - 
 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

（訂正前） 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次の

通りであります。 

広告宣伝費 265,461千円 

役員報酬 

並びに給与 

及び手当 

1,709,677千円 

確定拠出年金掛金 
12,006千円 

賞与引当金 

繰入額 
5,447千円 

福利厚生費 32,153千円 

減価償却費 271,366千円 

賃借料 530,706千円 

その他 2,022,598千円 

計 4,849,417千円 

   
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次の

通りであります。 

広告宣伝費 169,844千円

役員報酬 

並びに給与 

及び手当 

1,663,290千円

確定拠出年金掛金
22,401千円

賞与引当金 

繰入額 
5,928千円

福利厚生費 150,293千円

減価償却費 254,627千円

賃借料 511,036千円

その他 1,664,680千円

計 4,442,102千円

   
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次の

通りであります。 

広告宣伝費 537,612千円

役員報酬 

並びに給与 

及び手当 

3,553,328千円

退職給付 

費用 
22,510千円

賞与引当金 

繰入額 
2,847千円

福利厚生費 301,434千円

減価償却費 581,275千円

賃借料 1,044,994千円

事業所税 14,582千円

その他 3,571,060千円

計 9,629,645千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであ

ります。 

建物 904 千円 

器具及び 

備品 
3,168 千円 

その他 １ 千円 

計 4,073 千円 

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであ

ります。 

建物 1,175千円

器具及び 

備品 
1,033千円

その他 ―千円

計 2,208千円

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであ

ります。 

建物 62,394千円

器具及び 

備品 
34,064千円

構築物 130千円

計 96,589千円

 

 
  
（後略） 
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（訂正後） 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次の

通りであります。 

広告宣伝費 265,461千円 

役員報酬 

並びに給与 

及び手当 

1,709,677千円 

確定拠出年金掛

金 
12,006千円 

賞与引当金 

繰入額 
5,447千円 

福利厚生費 32,153千円 

減価償却費 271,366千円 

賃借料 530,706千円 

その他 2,022,598千円 

計 4,849,417千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次の

通りであります。 

広告宣伝費 169,844千円 

役員報酬 

並びに給与 

及び手当 

1,664,170千円 

確定拠出年金掛金
22,401千円 

賞与 37,769千円 

福利厚生費 150,293千円 

減価償却費 256,986千円 

賃借料 511,036千円 

その他 1,662,684千円 

計 4,475,187千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは次の

通りであります。 

広告宣伝費 537,612千円 

役員報酬 

並びに給与 

及び手当 

3,553,328千円 

退職給付 

費用 
22,510千円 

賞与引当金 

繰入額 
2,847千円 

福利厚生費 301,434千円 

減価償却費 581,275千円 

賃借料 1,044,994千円 

事業所税 14,582千円 

その他 3,571,060千円 

計 9,629,645千円 
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであ

ります。 

建物 904 千円 

器具及び 

備品 
3,168 千円 

その他 １ 千円 

計 4,073 千円 
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであ

ります。 

建物 1,175千円

器具及び 

備品 
1,033千円

計 2,208千円

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであ

ります。 

建物 62,525千円

その他 34,064千円

計 96,589千円
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(セグメント情報) 

（訂正前） 
 
<前略> 

当中間連結会計期間（自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日） 

 

スーパーマー

ケット事業 

(千円) 

外食事業 

(千円) 

その他事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

  売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
17,878,175 1,071,138 291,191 19,240,504 ― 19,240,504

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
71,462 71,462 (71,462) ―

計 17,878,175 1,071,138 362,653 19,311,966 (71,462) 19,240,504

  営業費用 17,639,254 1,101,733 250,287 18,991,274 (71,462) 18,919,812

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
238,921 △30,595 112,366 320,692 ― 320,692

<後略> 
 
（訂正後） 
 
<前略> 

 当中間連結会計期間（自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日） 

 

スーパーマー 

ケット事業 

(千円) 

外食事業 

(千円) 

その他事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

  売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
17,970,451 1,071,138 198,915 19,240,504 ― 19,240,504

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
15,533 ― 55,929 71,462 (71,462) ―

計 17,985,984 1,071,138 254,844 19,311,966 (71,462) 19,240,504

  営業費用 17,653,922 1,150,951 219,486 19,024,359 (71,462) 18,952,897

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
332,062 △79,813 35,358 287,607 ― 287,607

<後略> 
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(有価証券関係) 

 

（訂正前） 

 

<前略> 

(当中間連結会計期間) 

１ 時価のある有価証券 

 当中間連結会計期間末において、時価のある有価証券はありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

当中間連結会計期間 

(平成19年７月31日) 
区分 

中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

 その他有価証券  

 優先株式 100,000

 非上場株式 104,690

 子会社株式及び関連会社株式 429,506

 

<後略> 

 

（訂正後） 

<前略> 

(当中間連結会計期間) 

１ 時価のある有価証券 

 当中間連結会計期間末において、時価のある有価証券はありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

当中間連結会計期間 

(平成19年７月31日) 
区分 

中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

 その他有価証券  

 優先株式 100,000

 非上場株式 104,690

 子会社株式及び関連会社株式 427,642

<後略> 
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(デリバティブ取引関係) 

（訂正前） 

<前略> 

当中間連結会計期間(平成19年７月31日) 

区分 種類 契約額等（千円） 契約額等のうち 

１年超(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

市場取引以外の取

引 

金利スワップ 

支払固定・受取変動 

120,000 100,000 △296 △296 

<後略> 

 

（訂正後） 

<前略> 

当中間連結会計期間(平成19年７月31日) 

区分 種類 契約額等（千円） 契約額等のうち 

１年超(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

市場取引以外の取

引 

金利スワップ 

支払固定・受取変動 

120,000 100,000 △432 △432 

<後略> 
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(１株当たり情報) 

 
（訂正前） 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

１株当たり純資産額 169円87銭
 

１株当たり純資産額 173円99銭
 

１株当たり純資産額 169円22銭

 

１株当たり中間純利益 ２円11銭

 

１株当たり中間純利益 ４円95銭
 

１株当たり当期純損失 １円47銭
 

（中略） 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

中間(当期)純利益 (千円) 29,693 69,665 20,630

（中略）  

普通株式に係る 

中間(当期)純利益 
(千円) 29,693 69,665 20,630

（後略） 

 
（訂正後） 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

１株当たり純資産額 169円87銭
 

１株当たり純資産額 171円89銭
 

１株当たり純資産額 169円22銭

 

１株当たり中間純利益 ２円11銭 

 

１株当たり中間純利益 ２円67銭
 

１株当たり当期純損失 １円47銭
 

（中略）  

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

中間(当期)純利益 (千円) 29,693 37,539 20,630

（中略）  

普通株式に係る 

中間(当期)純利益 
(千円) 29,693 37,539 20,630

（後略） 
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５ 中間個別財務諸表 

（訂正前） 

(1) 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年１月31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    

（中略）    

 ５ その他 
 
 ※４ 
 

564,536  806,687 670,102 

（中略）    

   流動資産合計   2,678,918 12.7 2,804,709 12.8  2,457,592 11.5

Ⅱ 固定資産    

 (1) 有形固定資産 ※１   

  １ 建物 ※２ 5,438,657  5,068,187 5,317,366 

（中略）    

   有形固定資産合計   14,777,838 69.8 14,694,909 67.3  14,725,547 68.7

 (2) 無形固定資産   352,714 1.7 344,520 1.6 352,096 1.6

 (3) 投資その他の資産    

  １ 敷金保証金 ※２ 2,452,800  2,291,768 2,352,964 

  ２ その他 ※２ 1,061,500  1,701,089 1,693,638 

（中略）    

   投資その他の資産 
   合計 

  3,357,001 15.8 3,992,857 18.3  3,889,305 18.2

   固定資産合計   18,487,555 87.3 19,032,287  18,966,949 88.5

（中略）    

   資産合計   21,168,424 100.0 21,836,996 100.0  21,424,542 100.0

    

 



 - 30 - 
 

  

  
前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年１月31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
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

（中略）    

 ７ 賞与引当金  15,000 18,328 12,400 

 ８ その他 ※４ 1,342,597 1,283,423 1,479,938 

   流動負債合計   8,858,153 41.8 8,046,581 36.8  8,715,436 40.7

Ⅱ 固定負債    

（中略）    

 ２ 長期借入金 
※ ２ ,
５ 

5,869,085 8,036,660 6,386,320 

 ３ 再評価に係る 
   繰延税金負債 

 1,509,647 1,509,647 1,509,647 

 ４ その他  1,021,634 773,826 1,146,456 

   固定負債合計   9,800,367 46.3 11,280,133 51.7  10,242,426 47.8

   負債合計   18,658,520 88.1 19,326,715 88.5  18,957,863 88.5
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前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年１月31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   2,909,908 13.7 2,909,908 13.3  2,909,908 13.6

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  2,883,387 2,883,387 2,883,387 

資本剰余金合計   2,883,387 13.6 2,883,387 13.2  2,883,387 13.4

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  174,123 174,123 174,123 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  500,000 500,000 500,000 

繰越利益剰余金  △5,862,435 △5,869,910 △5,905,284 

利益剰余金合計   △5,188,312 △24.5 △5,195,787 △23.8  △5,231,161 △24.4

４ 自己株式   △8,991 △0.0 △9,821 △0.0  △9,368 △0.0

株主資本合計   595,991 2.8 587,686 2.7  552,766 2.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ 土地再評価差額金   1,913,913 9.1 1,922,594 8.8  1,913,913 8.9

評価・換算差額等 
合計 

  1,913,913 9.1 1,922,594 8.8  1,913,913 8.9

純資産合計   2,509,904 11.9 2,510,281 11.5  2,466,679 11.5

負債純資産合計   21,168,424 100.0 21,836,996 100.0  21,424,542 100.0
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５ 中間個別財務諸表 

（訂正後） 

(1) 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年１月31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    

（中略）    

 ５ その他 
 
※４ 
 

564,536  797,321 670,102 

（中略）    

   流動資産合計   2,678,918 12.7 2,795,343 12.8  2,457,592 11.5

Ⅱ 固定資産    

 (1) 有形固定資産 ※１   

  １ 建物 ※２ 5,438,657  5,066,189 5,317,366 

（中略）    

   有形固定資産合計   14,777,838 69.8 14,692,910 67.3  14,725,547 68.7

 (2) 無形固定資産   352,714 1.7 387,377 1.8 352,096 1.6

 (3) 投資その他の資産    

  １ 敷金保証金 ※２ 2,452,800  2,289,612 2,352,964 

  ２ その他 ※２ 1,061,500  1,669,793 1,693,638 

（中略）    

   投資その他の資産 
   合計 

  3,357,001 15.8 3,959,405 18.1  3,889,305 18.2

   固定資産合計   18,487,555 87.3 19,039,694 87.2  18,966,949 88.5

（中略）    

   資産合計   21,168,424 100.0 21,835,038 100.0  21,424,542 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年１月31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
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

（中略）    

 ７ 賞与引当金  15,000 ― 12,400 

 ８ その他 ※４ 1,342,597 1,282,372 1,479,938 

   流動負債合計   8,858,153 41.8 8,027,202 36.7  8,715,436 40.7

Ⅱ 固定負債    

（中略）    

 ２ 長期借入金 
※２,
５ 

5,869,085 7,936,660 6,386,320 

 ３ 再評価に係る 
   繰延税金負債 

 1,509,647 1,509,647 1,509,647 

 ４ その他  1,021,634 831,965 1,146,456 

   固定負債合計   9,800,367 46.3 11,278,273 51.7  10,242,426 47.8

   負債合計   18,658,520 88.1 19,305,475 88.4  18,957,863 88.5
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前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年１月31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   2,909,908 13.7 2,909,908 13.3  2,909,908 13.6

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  2,883,387 2,883,387 2,883,387 

資本剰余金合計   2,883,387 13.6 2,883,387 13.2  2,883,387 13.4

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  174,123 174,123 174,123 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  500,000 500,000 500,000 

繰越利益剰余金  △5,862,435 △5,850,629 △5,905,284 

利益剰余金合計   △5,188,312 △24.5 △5,176,506 △23.7  △5,231,161 △24.4

４ 自己株式   △8,991 △0.0 △9,821 △0.0  △9,368 △0.0

株主資本合計   595,991 2.8 606,967 2.8  552,766 2.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ 土地再評価差額金   1,913,913 9.1 1,922,594 8.8  1,913,913 8.9

評価・換算差額等 
合計 

  1,913,913 9.1 1,922,594 8.8  1,913,913 8.9

純資産合計   2,509,904 11.9 2,529,562 11.6  2,466,679 11.5

負債純資産合計   21,168,424 100.0 21,835,038 100.0  21,424,542 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 
（訂正前） 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31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
(％)

（前略）    

Ⅱ 売上原価   13,416,088 74.3 13,888,192 78.1  26,436,124 73.4

（中略）    

Ⅳ 販売費及び一般管理費   4,840,163 26.8 3,782,224 21.2  9,610,408 26.7

   営業利益   2,358 0.0 315,567 1.8  319,201 0.9

Ⅴ 営業外収益    

 １ 受取利息  9,523 2,835 17,563 

（中略）    

 ３ 協賛金等収入  312,000 ― ― 

 ４ その他  19,011 348,522 1.9 9,258 14,356 0.1 351,115 376,666 1.1

Ⅵ 営業外費用    

 １ 支払利息  113,079 125,982 231,873 

 ２ その他  17,526 130,605 0.7 38,520 164,502 0.9 39,227 271,102 0.8

   経常利益   220,274 1.2 165,421 1.0  424,765 1.2

Ⅶ 特別利益 ※２  16,550 0.1 26,193 0.1  18,312 0.0

（中略）    

   税引前 
   中間(当期)純利益 

  55,032 0.3 73,363 0.4  △834,593 △2.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 25,464 29,307 58,352 

   法人税等調整額  ― 25,464 0.1 ― 29,307 0.1 △879,665 △821,312 △2.3

   中間(当期)純利益   29,568 0.2 44,055 0.3  △13,280 △0.0
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（訂正後） 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31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
(％)

（前略）    

Ⅱ 売上原価   13,416,088 74.3 13,888,192 78.1  26,436,124 73.4

（中略）    

Ⅳ 販売費及び一般管理費   4,840,163 26.8 3,765,730 21.2  9,610,408 26.7

   営業利益   2,358 0.0 332,062 1.8  319,201 0.9

Ⅴ 営業外収益    

 １ 受取利息  9,523 2,875 17,563 

（中略）    

 ３ 協賛金等収入  312,000 4,957 312,000 

 ４ その他  19,011 348,522 1.9 4,300 14,396 0.1 39,115 376,666 1.1

Ⅵ 営業外費用    

 １ 支払利息  113,079 120,068 231,873 

 ２ その他  17,526 130,605 0.7 41,687 161,756 0.9 39,227 271,102 0.8

   経常利益   220,274 1.2 184,702 1.0  424,765 1.2

Ⅶ 特別利益 ※２  16,550 0.1 26,193 0.2  18,312 0.0

（中略）    

   税引前 
   中間(当期)純利益 

  55,032 0.3 92,643 0.5  △834,593 △2.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 25,464 29,307 58,352 

   法人税等調整額  ― 25,464 0.1 ― 29,307 0.1 △879,665 △821,312 △2.3

   中間(当期)純利益   29,568 0.2 63,336 0.4  △13,280 △0.0
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

（前略）  
当中間会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日) 

株主資本   

資本剰余金    
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計   

平成19年１月31日残高(千円) 2,909,908 2,883,387 2,883,387  

中間会計期間中の変動額   

 中間純利益   

 土地再評価差額金取崩額   

 自己株式の取得   
株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額） 

  
中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

  

平成19年７月31日残高(千円) 2,909,908 2,883,387 2,883,387  

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

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19年１月31日残高(千円) 174,123 500,000 △5,905,284 △5,231,161 △9,368 552,766

中間会計期間中の変動額   

 中間純利益  44,055 44,055  44,055

土地再評価差額金取崩額  △8,681 △8,681  △8,681

 自己株式の取得  △453 △453

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 35,374 35,374 △453 34,921

平成19年７月31日残高(千円) 174,123 500,000 △5,869,910 △5,195,787 △9,821 587,686

評価・換算差額等 

 
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年１月31日残高(千円) 1,913,913 1,913,913 2,466,679

中間会計期間中の変動額  

 中間純利益  44,055

  土地再評価差額金取崩額  △8,681

 自己株式の取得  △453

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額） 

8,681 8,681 8,681

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

8,681 8,681 43,602

平成19年７月31日残高(千円) 1,922,594 1,922,594 2,510,281
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

（訂正後） 

（前略） 

当中間会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日) 

株主資本   

資本剰余金    
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計   

平成19年１月31日残高(千円) 2,909,908 2,883,387 2,883,387  

中間会計期間中の変動額   

 中間純利益   

 土地再評価差額金取崩額   

 自己株式の取得   
株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額） 

  
中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ―  

平成19年７月31日残高(千円) 2,909,908 2,883,387 2,883,387  

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

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19年１月31日残高(千円) 174,123 500,000 △5,905,284 △5,231,161 △9,368 552,766

中間会計期間中の変動額   

 中間純利益  63,336 63,336  63,336

土地再評価差額金取崩額  △8,681 △8,681  △8,681

 自己株式の取得  △453 △453

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― 54,654 54,654 △453 54,201

平成19年７月31日残高(千円) 174,123 500,000 △5,850,629 △5,176,506 △9,821 606,967

評価・換算差額等 

 
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年１月31日残高(千円) 1,913,913 1,913,913 2,466,679

中間会計期間中の変動額  

 中間純利益  63,336

  土地再評価差額金取崩額  △8,681

 自己株式の取得  △453

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額） 

8,681 8,681 8,681

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

8,681 8,681 62,883

平成19年７月31日残高(千円) 1,922,594 1,922,594 2,529,562
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

(会計処理の変更) 

（訂正前） 

前中間会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,509,904千円であります。 

 なお、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貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等規則により作成し

ています。 

   

   

   

   

   

   

   
 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

 当事業年度より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,380,500千円であります。なお、連結財務諸表等規

則の改正により、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、改正後の連結財務

諸表等規則により作成しております。 

（後略） 
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（訂正後） 

前中間会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,509,904千円であります。 

 なお、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貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等規則により作成し

ています。 

   

   

   

   

   

   

   
 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

 当事業年度より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,466,679千円であります。なお、連結財務諸表等規

則の改正により、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、改正後の連結財務

諸表等規則により作成しております。 

   

 ──────  

   

   

   

   

   
 

（企業結合及び事業分離に関する会計基準） 

 当中間会計期間より「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年

12月22日 企業会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

   

 ──────  

   

   

   

   

   
 

（後略） 
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 

（訂正前） 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度末 

(平成19年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 12,639,725千円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 11,608,871千円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 12,217,327千円 

  

※２  設備資金（長期借入金5,869,085千円、

一年以内返済予定の長期借入金 

3,212,390千円)及び飯塚都市開発㈱の

金融機関からの借入金に係る保証債務

の担保に供している資産は下記のとお

りであります。 
 

※２ 長期運転資金・設備資金（長期借入金

8,036,660千円、一年以内返済予定の長

期借入金3,384,845千円)及び飯塚都市

開発㈱の金融機関からの借入金に係る

保証債務の担保に供している資産は下

記のとおりであります。 
 

※２ 設備資金（長期借入金6,386,320千円、

一年以内返済予定の長期借入金

2,953,345千円)及び飯塚都市開発㈱の

金融機関からの借入金に係る保証債務

の担保に供している資産は下記のとお

りであります。 

  

（中略） 

 

（中略） 
 

（中略） 
 ３ 偶発債務 

  ① 下記の会社等の金融機関よりの借入金

に対して債務保証を行っております。 

(保証先) (金額) (摘要) 

㈱丸和 

従業員 
206千円

銀行 

借入 

飯塚都市 

開発㈱ 
590,256千円

銀行 

借入 

計 590,462千円 
 

 ３ 偶発債務 

  ① 下記の会社等の金融機関よりの借入金

に対して債務保証を行っております。 

(保証先) (金額) (摘要)

飯塚都市

開発㈱ 
555,648千円

銀行

借入
 

 ３ 偶発債務 

  ① 下記の会社等の金融機関よりの借入金

に対して債務保証を行っております。 

(保証先) (金額) (摘要)

㈱丸和 

従業員 
29千円

銀行 

借入 

飯塚都市 

開発㈱ 
583,340千円

銀行 

借入 

計 583,369千円 

   
 

（中略） （中略） （中略） 

※５ 財務制限条項 

 シンジケ－トロ－ン契約（残高合計3,500,000千

円）には、財務制限条項が付せられており、下記

の条項に抵触した場合、貸付人の請求に基づくエ

－ジェントの借入人に対する通知により、契約上

の全ての債務について期限の利益を失い、借入金

元本および利息を支払うことになっています。（財

務制限条項） 

（イ）平成19年1月決算期以降の各決算期の末日に

おいて以下の各号の条件を充足する必要がある。 

※５ 財務制限条項 

シンジケ－トロ－ン契約（残高合計5,350,000千

円）には、財務制限条項が付せられており、下記

の条項に抵触した場合、貸付人の請求に基づくエ

－ジェントの借入人に対する通知により、契約上

の全ての債務について期限の利益を失い、借入金

元本および利息を支払うことになっています。 

（財務制限条項） 

（イ）平成19年1月決算期以降の各決算期の末日に

おいて以下の各号の条件を充足する必要がある。

※５ 財務制限条項 

シンジケ－トロ－ン契約（残高合計5,350,000千

円）には、財務制限条項が付せられており、下記

の条項に抵触した場合、貸付人の請求に基づくエ

－ジェントの借入人に対する通知により、契約上

の全ての債務について期限の利益を失い、借入金

元本および利息を支払うことになっています。 

（財務制限条項） 

（イ）平成19年1月決算期以降の各決算期の末日に

おいて以下の各号の条件を充足する必要がある。

（後略） 
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（訂正後） 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度末 

(平成19年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

12,639,725千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 11,608,871千円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 12,217,327千円 

  

※２  設備資金（長期借入金5,869,085千円、

一年以内返済予定の長期借入金 

3,212,390千円)及び飯塚都市開発㈱の

金融機関からの借入金に係る保証債務

の担保に供している資産は下記のとお

りであります。 
 

※２ 長期運転資金・設備資金（長期借入金

7,936,660千円、一年以内返済予定の長

期借入金3,384,845千円)及び飯塚都市

開発㈱の金融機関からの借入金に係る

保証債務の担保に供している資産は下

記のとおりであります。 

 
 

※２ 設備資金（長期借入金6,386,320千円、

一年以内返済予定の長期借入金

2,953,345千円)及び飯塚都市開発㈱の

金融機関からの借入金に係る保証債務

の担保に供している資産は下記のとお

りであります。 

  

（中略） 

（中略） 

（中略） 
 

（中略） 
 ３ 偶発債務 

  ① 下記の会社等の金融機関よりの借入金

に対して債務保証を行っております。 

(保証先) (金額) (摘要) 

㈱丸和 

従業員 
206千円

銀行 

借入 

飯塚都市 

開発㈱ 
590,256千円

銀行 

借入 

計 590,462千円 
 

 ３ 偶発債務 

  ① 下記の会社等の金融機関よりの借入金

に対して債務保証を行っております。 

(保証先) (金額) (摘要)

飯塚都市 

開発㈱ 
566,036千円

銀行

借入

㈱石原 

商事 

 

300,000千円
銀行

借入

計 866,036千円 
 

 ３ 偶発債務 

  ① 下記の会社等の金融機関よりの借入金

に対して債務保証を行っております。 

(保証先) (金額) (摘要)

㈱丸和 

従業員 
29千円 

銀行 

 借入

飯塚都市 

開発㈱ 
583,340千円 

銀行 

借入 

計 583,369千円  

  
（中略） （中略） （中略） 

※５ 財務制限条項 

シンジケ－トロ－ン契約（残高合計3,500,000千

円）には、財務制限条項が付せられており、下記

の条項に抵触した場合、貸付人の請求に基づくエ

－ジェントの借入人に対する通知により、契約上

の全ての債務について期限の利益を失い、借入金

元本および利息を支払うことになっています。 

（財務制限条項） 

（イ）平成19年1月決算期以降の各決算期の末日に

おいて以下の各号の条件を充足する必要がある。 

※５ 財務制限条項 

シンジケ－トロ－ン契約（残高合計5,738,000千

円）には、財務制限条項が付せられており、下記

の条項に抵触した場合、貸付人の請求に基づくエ

－ジェントの借入人に対する通知により、契約上

の全ての債務について期限の利益を失い、借入金

元本および利息を支払うことになっています。 

（財務制限条項） 

（イ）平成19年1月決算期以降の各決算期の末日に

おいて以下の各号の条件を充足する必要がある。

※５ 財務制限条項 

シンジケ－トロ－ン契約（残高合計5,350,000千

円）には、財務制限条項が付せられており、下記

の条項に抵触した場合、貸付人の請求に基づくエ

－ジェントの借入人に対する通知により、契約上

の全ての債務について期限の利益を失い、借入金

元本および利息を支払うことになっています。 

（財務制限条項） 

（イ）平成19年1月決算期以降の各決算期の末日に

おいて以下の各号の条件を充足する必要がある。

 

 （後略） 
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(中間損益計算書関係) 

 
（訂正前） 
 

前中間会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

※１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 270,509千円

   無形固定資産 618千円
 

※１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 255,849千円

   無形固定資産 618千円
 

※１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 580,817千円

   無形固定資産 1,236千円
 

   

※２ 特別利益の内訳は次のとおりであります。 ※２ 特別利益の内訳は次のとおりであります。 ※２ 特別利益の内訳は次のとおりであります。

投資有価証券売却益 2,950千円

前期損益修正益 13,600千円

計 16,550千円
 

関係会社合併差益 26,193千円

 

投資有価証券売却益 2,950千円

固定資産売却益 500千円

その他 14,862千円

計 18,312千円
 

※３ 特別損失の内訳は次のとおりであります。 

固定資産除却損 4,073千円

固定資産売却損 15,000千円

投資有価証券売却

損 
1,744千円

構造改革関連費用 143,473千円

前期損益修正損 17,500千円

計 181,792千円
 

※３ 特別損失の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損 2,208千円

固定資産売却損 16,906千円

閉店に伴う整理損

失 
41,512千円

中途解約損 1,297千円

前期損益修正損 47,334千円

その他 8,993千円

計 118,252千円
 

※３ 特別損失の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損 96,589千円

固定資産売却損 18,766千円

投資有価証券売却

損 
1,744千円

早期退職割増退職

金 
107,443千円

閉店に伴う整理損

失 
361,604千円

商品評価損 238,516千円

構造改革 

関連損失 
408,655千円

前期損益修正損 17,500千円

その他 26,849千円

計 1,277,671千円
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（訂正後） 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日) 

※１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 270,509千円

   無形固定資産 618千円
 

※１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 239,687千円

   無形固定資産 618千円
 

※１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 580,817千円

   無形固定資産 1,236千円
 

   

※２ 特別利益の内訳は次のとおりであります。 ※２ 特別利益の内訳は次のとおりであります。 ※２ 特別利益の内訳は次のとおりであります。

投資有価証券売却益 2,950千円

前期損益修正益 13,600千円

計 16,550千円
 

抱合せ株式 

消滅差益 
26,193千円

 

投資有価証券売却益 2,950千円

固定資産売却益 500千円

その他 14,862千円

計 18,312千円
 

※３ 特別損失の内訳は次のとおりであります。 

固定資産除却損 4,073千円

固定資産売却損 15,000千円

投資有価証券売却

損 
1,744千円

構造改革関連費用 143,473千円

前期損益修正損 17,500千円

計 181,792千円
 

※３ 特別損失の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損 2,208千円

固定資産売却損 16,906千円

閉店に伴う整理損

失 
50,505千円

中途解約損 1,297千円

商品評価損 47,334千円

計 118,252千円
 

※３ 特別損失の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損 96,589千円

固定資産売却損 18,766千円

投資有価証券売却

損 
1,744千円

早期退職割増退職

金 
107,443千円

閉店に伴う整理損

失 
361,604千円

商品評価損 238,516千円

構造改革 

関連損失 
408,655千円

前期損益修正損 17,500千円

その他 26,849千円

計 1,277,671千円
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(企業結合等関係) 

（訂正前） 

前中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

   当該事項はございません。 

 

  当中間会計期間（自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日） 

 

丸和興産㈱ 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

 （１）被取得企業の名称及び事業の内容 

    丸和興産㈱（完全子会社）  不動産管理事業 

 （２）企業結合を行った主な理由 

    当社グループの経営資源の集中・経営の効率化の推進 

 （３）企業結合日 

    平成19年２月１日 

 （４）企業結合の法的形式 

    当社を存続会社とする吸収合併方式（丸和興産㈱は解散） 

 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

  期首日に合併を実施しているため、業績は含まれておりません。 

 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  取得原価 

  当社における丸和興産㈱株式帳簿価額   34千円 

 

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

  当社は丸和興産㈱の全株式を所有していたため合併に新株の発行等はございません。 

 

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却期間 

  当社は丸和興産㈱の全株式を所有していたため合併によりのれんは発生いたしません。 

 

 

㈱リテイル・アドバンテージ 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

 （１）被取得企業の名称及び事業の内容 

    ㈱リテイル・アドバンテージ（完全子会社）  外食事業 

 （２）企業結合を行った主な理由 

    当社グループの経営資源の集中・経営の効率化の推進 
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 （３）企業結合日 

    平成19年２月１日 

 （４）企業結合の法的形式 

    新設分割 

 （５）結合後企業の名称 

    ㈱リテイル・アドバンテージ 

 （６）取得した議決権比率 

    100.0％ 

 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

  自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日 

 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  取得原価 

  新設分割に伴い移転した資産負債の適正な帳簿価額による純資産額    329,762千円 

 

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

  新設分割に伴う当社の新株の発行等はございません。 

 

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却期間 

  新設分割に伴うのれんの発生はございません。 

 

 前事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

   当該事項はございません。 
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（訂正後） 

当中間会計期間（自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日） 

 

 （共通支配下の取引等）  

 当社は平成19年２月１日を期日として、100％連結子会社「㈱リテイル・アドバンテージ」を会社分割により新設し、㈱リテイル・アドバンテージが当社

の外食事業を承継いたしました。  

 

 １．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む概要  

 

 （１） 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容  

  ① 対象となった事業の名称  

    外食事業等  

  ② 事業の内容  

    持帰り寿司の小売販売、レストラン  

 （２） 企業結合の法的形式  

  当社を新設分割会社とし、㈱リテイル・アドバンテージを新設分割設立会社とする分社型の新設分割  

 （３） 結合後企業の名称  

  ① 新設分割会社  

   ㈱丸和（当社）  

  ② 新設分割設立会社  

   ㈱リテイル・アドバンテージ  

 （４） 取引の目的を含む取引の概要  

  ① 取引の目的  

 外食産業のマーケットは、消費者ニーズの多彩化、ライフスタイルの変化、長引くデフレの影響により、近年規模が縮小傾向にあります。このような傾向

を背景に、外食産業における競争は、購買仕入・物流等でのコスト面での競争力、独自色を生かしたメニュー・商品の開発力へと変化しています。 

当社は、こうした動向に対応して、更なる外食事業の競争力を強化するため、また再編によりグループ経営資源の有効活用を一層推進するため、会社分割に

より外食事業の再編を行うことを決定いたしました。  

  ② 会社分割期日  

   平成19年２月１日  

  ③ 株式の割当  

   新設分割設立会社が発行する株式は全て当社が割り当てを受けております。  

  ④ 新設分割設立会社が承継した資産・負債の状況  

項目 金額 項目 金額 

流動資産 79 百万円 流動負債  196百万円 

 固定資産 492百万円   

 

 ２．実施した会計処理の概要  

 

 本新設分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として、会計処理を行っております。 

 

以上 


