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平成20年３月３日 

会社名 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ 

（登記上 株式会社オリンピック） 

代表者 代表取締役社長 （氏名）金澤 良樹 
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（訂正）「平成19年２月期中間決算短信（連結）」の一部訂正について 

 
当社は、平成20年２月19日付「前期の連結決算及び中間連結決算、並びに当期の中間連結決算等の訂正につ

いて」に記載のとおり前期の連結財務諸表及び中間連結財務諸表、並びに当期の中間連結財務諸表等について

自主訂正作業を進めてまいりました。 

今般、監査法人トーマツの監査が終了し、有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書を本日関東財務局へ

提出いたしましたので、お知らせいたします。また、これに伴い、前期の決算短信（連結）及び中間決算短信

（連結）並びに当期の中間決算短信についての訂正を行うものであります。 

 

記 

訂正理由 

当社は、平成19年２月期より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しており、平成19年２月期中間決算に

おいて減損損失を計上いたしましたが、連結決算上の減損処理の一部に誤りがありました。 

これは、連結財務諸表上において既に評価差損を認識し計上しておりました資産についての減損損失につい

て、資本連結に伴う評価差損の調整が必要であったにもかかわらず、この処理が漏れておりましたことにより、

結果として前中間期及び前期末の連結上の減損損失及び当期純損失をそれぞれ７億60百万円過大に計上いたし

ておりましたため、これを訂正するものであります。 

 

訂正箇所 

表紙 

【１ページ】 １．平成18年８月中間期の連結業績 

（１） 連結経営業績 

（２） 連結財政状態 

 

３．経営成績及び財政状態 

【８ページ】 （１）経営成績 

【９ページ】 （２）財政状態 

 

４．中間連結財務諸表等 

【11ページ】 （１）中間連結貸借対照表 

【13ページ】 （２）中間連結損益計算書 

【15ページ】 （３）中間連結株主資本変動計算書 

【16ページ】 （４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

【21ページ】  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 

【23ページ】 注記事項（中間連結損益計算書関係） 

【28ページ】 注記事項（１株当たり情報） 

 

訂正箇所は、    線を付して表示しております。 

 

以上 

― １ ― 



 

（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

  

１. 平成18年８月中間期の連結業績（平成 18年 3月 1日 ～ 平成 18年 8月 31日） 

(1)連結経営成績   （記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。） 

訂正前 

  営 業 収 益 営  業  利  益 経  常  利  益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年8月中間期 59,333 △5.2  190     －  299 4,470.8 

17年8月中間期 62,566 △5.3 △104     －     6  △99.5 

18年2月期 125,722 △3.1 △217     －  △52     － 
 

   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 △2,132 － △91  33        －   － 

17年8月中間期   223 △58.3   9  58      －   － 

18年2月期 321 －  13  77      －   － 

 

訂正後 

  営 業 収 益 営  業  利  益 経  常  利  益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年8月中間期 59,333 △5.2  190     －  299 4,470.8 

17年8月中間期 62,566 △5.3 △104     －     6  △99.5 

18年2月期 125,722 △3.1 △217     －  △52     － 

 

   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 △1,372 － △58  78        －   － 

17年8月中間期   223 △58.3   9  58      －   － 

18年2月期 321 －  13  77      －   － 

 

(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 

18年8月中間期       81,650  31,245 38.3  1,337 99

17年8月中間期 88,305   34,389 38.9  1,472 62 

18年2月期 87,843  34,622 39.4  1,482 61 

 
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 

18年8月中間期       82,410  32,005 38.8  1,370 54

17年8月中間期 88,305   34,389 38.9  1,472 62 

18年2月期 87,843  34,622 39.4  1,482 61 

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

３. 経営成績及び財政状態 

 (1)経営成績 

訂正前 

略 

また、当中間連結会計期間より「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されたことにより、減損損失とし

て32億23百万円を特別損失に計上いたしました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の経営成績は、営業収益593億33百万円（前年同期比94.8％）、営業利益1

億90百万円(前年同期は1億4百万円の営業損失)、経常利益2億99百万円(前年同期比4,570.8％)、当中間連結純

損失21億32百万円（前年同期は2億23百万円の当中間連結純利益）となりました。 

 

訂正後 

略 

また、当中間連結会計期間より「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されたことにより、減損損失とし

て24億63百万円を特別損失に計上いたしました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の経営成績は、営業収益593億33百万円（前年同期比94.8％）、営業利益1

億90百万円(前年同期は1億4百万円の営業損失)、経常利益2億99百万円(前年同期比4,570.8％)、当中間連結純

損失13億72百万円（前年同期は2億23百万円の当中間連結純利益）となりました。 

 

 (２)財政状態 

② 当グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。 

訂正前 

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（％） 40.7    38.6 38.9 39.4 38.3

時価ベースの自己資本比率（％） 37.7 31.6 30.9 25.2 26.2

債務償還年数（年） 10.5   160.3 9.6 43.0 5.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ
（倍） 

12.2     1.0 12.9 3.1 25.3 

 

訂正後 

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（％） 40.7    38.6 38.9 39.4 38.8

時価ベースの自己資本比率（％） 37.7 31.6 30.9 25.2 25.9

債務償還年数（年） 10.5   160.3 9.6 43.0 5.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ
（倍） 

12.2     1.0 12.9 3.1 25.3 

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

４．中間連結財務諸表等 

（1）中間連結貸借対照表                      （単位：千円、千円未満切り捨て） 

訂正前 

  
前中間連結会計期間末 

 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

（資産の部）    

略    

流動資産合計   16,356,142 18.5 16,148,815 19.8  17,570,473 20.0

略    

(2)土地 ※２ 13,203,012 10,123,017 12,251,969 

(3)その他 ※１ 2,428,824 24,849,807 2,061,104 19,778,412 2,345,740 23,337,111

略    

固定資産合計   71,949,047 81.5 65,501,853 80.2  70,273,494 80.0

資産合計   88,305,190 100.0 81,650,668 100.0  87,843,968 100.0

    

 

 

  
前中間連結会計期間末 

 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

（負債の部）    

略    

流動負債合計   49,875,079 56.5 47,430,772 58.1  49,583,858 56.5

略    

負債合計   53,915,493 61.1 50,405,222 61.7  53,221,088 60.6

略    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 9,946,386 12.2  － －

２．資本剰余金   － － 9,829,566 12.0  － －

３．利益剰余金   － － 9,897,071 12.1  － －

４．自己株式   － － △2,373 △0.0  － －

株主資本合計   － － 29,670,650 36.3  － －

略    

評価・換算差額等合
計 

  － － 1,574,795 2.0  － －

純資産合計   － － 31,245,446 38.3  － －

負債純資産合計   － － 81,650,668 100.0  － －

    

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

 

訂正後 

  
前中間連結会計期間末 

 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

（資産の部）    

略    

流動資産合計   16,356,142 18.5 16,148,815 19.6  17,570,473 20.0

略    

(2)土地 ※２ 13,203,012 10,883,017 12,251,969 

(3)その他 ※１ 2,428,824 24,849,807 2,061,104 20,538,412 2,345,740 23,337,111

略    

固定資産合計   71,949,047 81.5 66,261,853 80.4  70,273,494 80.0

資産合計   88,305,190 100.0 82,410,668 100.0  87,843,968 100.0

    

 

 

  
前中間連結会計期間末 

 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
 

（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

（負債の部）    

略    

流動負債合計   49,875,079 56.5 47,430,772 57.6  49,583,858 56.5

略    

負債合計   53,915,493 61.1 50,405,222 61.2  53,221,088 60.6

略    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 9,946,386 12.1  － －

２．資本剰余金   － － 9,829,566 11.9  － －

３．利益剰余金   － － 10,657,071 12.9  － －

４．自己株式   － － △2,373 △0.0  － －

株主資本合計   － － 30,430,650 36.9  － －

略    

評価・換算差額等合
計 

  － － 1,574,795 1.9  － －

純資産合計   － － 32,005,446 38.8  － －

負債純資産合計   － － 82,410,668 100.0  － －

    

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

 

（2）中間連結損益計算書                     （単位：千円、千円未満切り捨て） 

訂正前 

  

前中間連結会計期間 
 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
百分比
（％）

金額 
百分比
（％）

金額 
百分比
（％）

        

略    

２．減損損失  ※４ － 3,223,083 － 

略    

８．前期損益修正損  77,926 278,198 0.4 － 3,378,339 5.9 79,167 721,437 0.6

税金等調整前中間
（当期）純利益又
は中間純損失
（△） 

  234,113 0.4 △3,079,017 △5.4  717,913 0.6

略    

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

  223,723 0.4 △2,132,691 △3.7  321,604 0.3

    

  

訂正後 

  

前中間連結会計期間 
 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
百分比
（％）

金額 
百分比
（％）

金額 
百分比
（％）

        

略    

２．減損損失  ※４ － 2,463,083 － 

略    

８．前期損益修正損  77,926 278,198 0.4 － 2,618,339 4.6 79,167 721,437 0.6

税金等調整前中間
（当期）純利益又
は中間純損失
（△） 

  234,113 0.4 △2,319,017 △4.0  717,913 0.6

略    

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

  223,723 0.4 △1,372,691 △2.4  321,604 0.3

    

  

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日）      （単位：千円、千円未満切り捨て） 

訂正前 

株主資本 評価・換算差額等 
 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本  
合計 

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28日 残高 9,946,386 9,829,566 12,380,052 △2,228 32,153,776 2,469,102 2,469,102 34,622,879

中間連結会計期間中の 
変動額 

   

剰余金の配当   △350,289 △350,289  △350,289

中間純損失（△）   △2,132,691 △2,132,691  △2,132,691

自己株式の取得   △145 △145  △145

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） 

  △894,306 △894,306 △894,306

中間連結会計期間中の 
変動額合計 

― ― △2,482,980 △145 △2,483,125 △894,306 △894,306 △3,377,432

平成18年８月31日 残高 9,946,386 9,829,566 9,897,071 △2,373 29,670,650 1,574,795 1,574,795 31,245,446

 

訂正後 

株主資本 評価・換算差額等 
 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本  
合計 

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28日 残高 9,946,386 9,829,566 12,380,052 △2,228 32,153,776 2,469,102 2,469,102 34,622,879

中間連結会計期間中の 
変動額 

   

剰余金の配当   △350,289 △350,289  △350,289

中間純損失（△）   △1,372,691 △1,372,691  △1,372,691

自己株式の取得   △145 △145  △145

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） 

  △894,306 △894,306 △894,306

中間連結会計期間中の 
変動額合計 

― ― △1,722,980 △145 △1,723,125 △894,306 △894,306 △2,617,432

平成18年８月31日 残高 9,946,386 9,829,566 10,657,071 △2,373 30,430,650 1,574,795 1,574,795 32,005,446

 

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書              （単位：千円、千円未満切り捨て） 

訂正前 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額 金額 金額 

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 
又は中間純損失（△） 

 234,113 △3,079,017 717,913 

略     

減損損失  － 3,223,083 － 

略     

     

 

訂正後 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額 金額 金額 

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 
又は中間純損失（△） 

 234,113 △2,319,017 717,913 

略     

減損損失  － 2,463,083 － 

略     

     

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

   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 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） ――――――― 

 当中間連結会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「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」（企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。 

これにより、営業利益、経常利益はそ

れぞれ77,366千円増加し、税金等調整前

中間純利益は3,223,083千円減少しており

ます。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づき各

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） 
――――――― 

 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」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）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」

（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部に相当する金額は、

31,245,446千円であります。 

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。 

 

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

訂正後 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） ――――――― 

 当中間連結会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「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」（企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。 

これにより、営業利益、経常利益はそ

れぞれ77,366千円増加し、税金等調整前

中間純利益は2,385,716千円減少しており

ます。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づき各

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） 

――――――― 

 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」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）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」

（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部に相当する金額は、

32,005,446千円であります。 

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。 

 

 

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

注記事項 

（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17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

   

略 略 略 
   
 ※４ 減損損失  

 当中間会計期間において、当社グルー

プ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   （単位：千円） 

用途 種類 場所 件数 金額 

東京都 5 373,466

神奈川県 1 36,688

千葉県 3 1,069,233

埼玉県 4 771,630

群馬県 3 945,170

茨城県 1 3,494

店舗 土地及び
建物等 

宮城県 1 23,400

合計 18 3,223,083

  店舗における営業活動から生じ

る損益が継続してマイナス又はマイ

ナスとなる見込みである資産グルー

プについて、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しておりま

す。 

 （２）減損損失の金額 

種類 金額（千円） 

建物及び構築物 1,039,947

土地 1,801,887

有形固定資産その他 248,528

無形固定資産その他 132,720

合計 3,223,083

 

 

 後略  

   

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

 

訂正後 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

   

略 略 略 
   
 ※４ 減損損失  

 当中間会計期間において、当社グルー

プ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   （単位：千円） 

用途 種類 場所 件数 金額 

東京都 5 373,466

神奈川県 1 36,688

千葉県 3 790,452

埼玉県 4 771,630

群馬県 3 463,951

茨城県 1 3,494

店舗 土地及び
建物等 

宮城県 1 23,400

合計 18 2,463,083

  店舗における営業活動から生じ

る損益が継続してマイナス又はマイ

ナスとなる見込みである資産グルー

プについて、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しておりま

す。 

 （２）減損損失の金額 

種類 金額（千円） 

建物及び構築物 1,039,947

土地 1,040,747

有形固定資産その他 248,528

無形固定資産その他 133,860

合計 2,463,083

 

 

 後略  

   

 

－  － 
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（株）オリンピック（8289）（訂正）「平成19年２月期中間決算短信」の訂正について 

（１株当たり情報） 

訂正前 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
  至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
  至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日） 

 
１株当たり純資産額 1,472円62銭 

１株当たり中間純利益金額 9円58銭 
  

 
１株当たり純資産額 1,337円99銭

１株当たり中間純損失金額 91円33銭
  

 
１株当たり純資産額 1,482円61銭

１株当たり当期純利益金額 13円77銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中間純損

失であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日
  至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
  至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日
  至 平成18年２月28日）

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△） 
223,723千円  △2,132,691千円   321,604千円  

普通株主に帰属しない金額 － － － 

（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）純利益又は

中間純損失（△） 
223,723千円  △2,132,691千円   321,604千円  

期中平均株式数 23,352千株  23,352千株   23,352千株  

  

訂正後 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
  至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
  至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日） 

 
１株当たり純資産額 1,472円62銭 

１株当たり中間純利益金額 9円58銭 
  

 
１株当たり純資産額 1,370円54銭

１株当たり中間純損失金額 58円78銭
  

 
１株当たり純資産額 1,482円61銭

１株当たり当期純利益金額 13円77銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中間純損

失であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日
  至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
  至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日
  至 平成18年２月28日）

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△） 
223,723千円  △1,372,691千円   321,604千円  

普通株主に帰属しない金額 － － － 

（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）純利益又は

中間純損失（△） 
223,723千円  △1,372,691千円   321,604千円  

期中平均株式数 23,352千株  23,352千株   23,352千株  

  

 

－  － 
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