
 

      
 平成 20 年 11 月 28 日 

各 位 

会 社 名 スギホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 杉浦 広一 

（コード番号 ７６４９ 東証・名証一部）

問合せ先 常 務 執 行 役 員 金井 哲治 

（ＴＥＬ ０５６６－７３－６３００） 

 

 

(訂正)「平成18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20年11月20日発表の「過年度有価証券報告書及び決算短信等の一部訂正につ

いて」において過年度決算の訂正理由及びそれによる過年度損益等への影響額について開

示いたしました。このたび，過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたので下記

の通りご報告申し上げます。訂正箇所を含むページを示したうえで、訂正前と訂正後をそ

れぞれ記載し，訂正箇所には＿＿（アンダーライン）を付しております。 

 

記 

 

1. 訂正を行う中間決算短信（非連結）の概要 

決算期: 平成18年２月期中間期（平成17年３月１日～平成17年8月31日） 

公表日: 平成17年10月14日 

 

2. 訂正に至る経緯 

訂正の経緯につきましては，平成20年11月20日に開示いたしました「過年度有価証券

報告書及び決算短信等の一部訂正について」をご参照ください。 

 

 

以 上 



 

 １

＜平成 18 年 2 月期 中間決算短信（非連結）＞ 
 

1 ページ 

＜訂正前＞ 
1. 17 年８月中間期の業績（平成 17 年３月１日～平成 17 年８月 31 日） 

(1)経営成績                                       （百万円未満切捨） 
 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％

17 年８月中間期 61,152 （19.6） 3,141 （18.6） 3,524 （18.3）
16 年８月中間期 51,130     2,647     2,977     

17 年２月期 105,051     5,055     5,794     
    
 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

17 年８月中間期 2,023 （21.5） 77  41  －     

16 年８月中間期 1,665 63  71  －     

17 年２月期 3,139 120  08  －     

（注）①持分法投資損益 17 年８月中間期  －百万円  16 年８月中間期 －百万円   17 年２月期 －百万円 

②期中平均株式数 17 年８月中間期 26,143,854 株 16 年８月中間期 26,143,876 株 17 年２月期 26,143,865 株 

③会計処理の方法の変更    有 

   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 

 

(3)財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円      ％ 円  銭

17 年８月中間期 51,793 24,368 47.0 932  09 
16 年８月中間期 41,361 21,297 51.5 814  64 
17 年２月期 41,569 22,526 54.2 861  65 

（注）①期末発行済株式数 17 年８月中間期 26,143,854 株 16 年８月中間期 26,143,854 株 17 年２月期 26,143,854 株 
      ②期末自己株式数  17 年８月中間期    146 株 16 年８月中間期    146 株 16 年２月期    146 株 
 
(4)キャッシュ・フローの状況 
 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

17 年８月中間期 3,429 △2,174 4,843  12,152 
16 年８月中間期 2,607 △2,486 △130  9,271 
17 年２月期 3,072 △6,012 △287  6,053 

 
 
 
 
＜訂正後＞ 
1. 17 年８月中間期の業績（平成 17 年３月１日～平成 17 年８月 31 日） 

(1)経営成績                                       （百万円未満切捨） 
 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％

17 年８月中間期 61,152 （19.6） 3,141 （18.6） 3,524 （18.3）
16 年８月中間期 51,130     2,647     2,977     

17 年２月期 105,051     5,055     5,794     
    
 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

17 年８月中間期 1,933 （23.9） 73  96  －     

16 年８月中間期 1,559 61  18  －     

17 年２月期 3,016 115  37  －     

（注）①持分法投資損益 17 年８月中間期  －百万円  16 年８月中間期 －百万円   17 年２月期 －百万円 

②期中平均株式数 17 年８月中間期 26,143,854 株 16 年８月中間期 26,143,876 株 17 年２月期 26,143,865 株 

③会計処理の方法の変更    有 

   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 

 



 

 ２

(3)財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円      ％ 円  銭

17 年８月中間期 51,556 24,090 46.7 921  48 
16 年８月中間期 41,461 21,167 51.1 809  66 
17 年２月期 41,421 22,339 53.9 854  49 

（注）①期末発行済株式数 17 年８月中間期 26,143,854 株 16 年８月中間期 26,143,854 株 17 年２月期 26,143,854 株 
      ②期末自己株式数  17 年８月中間期    146 株 16 年８月中間期    146 株 16 年２月期    146 株 
 
(4)キャッシュ・フローの状況 
 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

17 年８月中間期 3,279 △2,174 4,843  11,682 
16 年８月中間期 2,607 △2,486 △130  9,271 
17 年２月期 2,752 △6,012 △287  5,733 

 
 
6 ページ 
（参考）営業成績及び財政状態 
＜訂正前＞ 
Ⅰ 経営成績 

1.当中間期の概況 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 １株当たり 
中間純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 
平成 17 年 8 月中間期 61,152 3,141 3,524 2,023 77.41 
平成 16 年 8 月中間期 51,130 2,647 2,977 1,665 63.71 
伸長率 +19.6% +18.6% +19.4% +21.5% － 
 
(1)業績全般の概況 
                               (前略) 
以上の結果、当中間期における業績は、売上高 61,152 百万円（前期比 19.6％増）、経常利益は 3,524 百万円（前期比 18.3％増）、

中間純利益は 2,023 百万円（前期比 21.5％増）となりました。 
 
 
＜訂正後＞ 
Ⅰ 経営成績 
1. 当中間期の概況 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 １株当たり 
中間純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 
平成 17 年 8 月中間期 61,152 3,141 3,524 1,933 73.96 
平成 16 年 8 月中間期 51,130 2,647 2,977 1,559 61.18 
伸長率 +19.6% +18.6% +18.3% +23.9% － 
 
(1)業績全般の概況 
                               (前略) 
以上の結果、当中間期における業績は、売上高 61,152 百万円（前期比 19.6％増）、経常利益は 3,524 百万円（前期比 18.3％増）、

中間純利益は 1,933 百万円（前期比 23.9％増）となりました。 
 
 

 
 
8 ページ 
＜訂正前＞ 
(中間純利益) 

中間純利益は 2,023 百万円（前年同期比 21.5%増、358 百万円増）となり、売上高に対する比率は 3.3%となりました。 
 
 

＜訂正後＞ 
(中間純利益) 

  中間純利益は 1,933 百万円（前年同期比 23.9%増、374 百万円増）となり、売上高に対する比率は 3.2%となりました。 



 

 ３

 
 

9・10 ページ 
＜訂正前＞ 
Ⅱ 財政状態 
1. 当中間期の概況 

  (財政の状態)                                                                      (百万円) 

 平成 17 年 8 月末 
現在 

平成 16 年 8 月末 
現在 

（ご参考） 
平成 17 年 2 月末現在 

資産 51,793 41,361 41,569 
負債 27,425 20,063 19,042 

株主資本 24,368 21,297 22,526 
株主資本比率 47.0% 51.5% 54.2% 
1 株当たり株主資本（円） 932.09  814.64  861.65   
 
資産は、平成 17 年 2 月末より 10,224 百万円増加して 51,793 百万円となりました 

                               (中略)                           
負債は、平成 17 年 2 月末より 8,383 百万円増加して 27,425 百万円となりました。 

                               (中略)                           
株主資本は、平成 17 年 2 月末より 1,841 百万円増加して 24,368 百万円となりました。 

 
  (ｷｬｯｼｭ.ﾌﾛ-の状況)                                                                  (百万円) 

 平成 17 年 8 月中

間期 
平成 16 年 8 月中

間期 
増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,429 2,607 822 
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,174 △2,486 312 
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,843 △130 4,974 
現金及び現金同等物の増減額 6,098 △9 6,108 
現金及び現金同等物の中間期末残高 12,152 9,271 2,880 
 
当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の状況とそれらの要因は次のとおりです。 
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、業績が順調に推移したことと設備投資のための資

金調達により前事業年度末と比べて 6,098 百万円増加し 12,152 百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は 3,429 百万円（前年同期比 31.5％増、822 百万円増）となりました。 
これは主に新規出店 19 店舗による業容拡大による売上の伸長によって税引前中間純利益が 3,500 百万円（前年同期比 19.1％
増、563 百万円増）となったことによるものであります。 

                               (中略)                           
  以上の結果、当中間期における資金の増加額は 6,098 百万円（前年同期比 6,108 百万円増）で、当中間期末における資金の

残高は 12,152 百万円となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ４

＜訂正後＞ 
Ⅱ 財政状態 
1. 当中間期の概況 

  (財政の状態)                                                                      (百万円) 

 平成 17 年 8 月末 
現在 

平成 16 年 8 月末 
現在 

（ご参考） 
平成 17 年 2 月末現在 

資産 51,556 41,461 41,421 
負債 27,465 20,293 19,082 

株主資本 24,090 21,167 22,339 
株主資本比率 46.7% 51.1% 53.9% 
1 株当たり株主資本（円） 921.48  809.66  854.49   
 
資産は、平成 17 年 2 月末より 10,135 百万円増加して 51,556 百万円となりました 

                               (中略)                           
負債は、平成 17 年 2 月末より 8,383 百万円増加して 27,465 百万円となりました。 

                               (中略)                           
株主資本は、平成 17 年 2 月末より 1,751 百万円増加して 24,090 百万円となりました。 

 
  (ｷｬｯｼｭ.ﾌﾛ-の状況)                                                                  (百万円) 

 平成 17 年 8 月中

間期 
平成 16 年 8 月中

間期 
増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,279 2,607 672 
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,174 △2,486 312 
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,843 △130 4,974 
現金及び現金同等物の増減額 5,948 △9 5,958 
現金及び現金同等物の中間期末残高 11,682 9,271 2,410 
 
当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の状況とそれらの要因は次のとおりです。 
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、業績が順調に推移したことと設備投資のための資

金調達により前事業年度末と比べて 5,948 百万円増加し 11,682 百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は 3,279 百万円（前年同期比 25.7％増、672 百万円増）となりました。 
これは主に新規出店 19 店舗による業容拡大による売上の伸長によって税引前中間純利益が 3,350 百万円（前年同期比 18.5％
増、523 百万円増）となったことによるものであります。 

                               (中略)                           
  以上の結果、当中間期における資金の増加額は 5,948 百万円（前年同期比 5,958 百万円増）で、当中間期末における資金の

残高は 11,682 百万円となりました。 
 
 
 



 

 ５

12・13 ページ 
【中間財務諸表等】 

＜訂正前＞ 
 (1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成16年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年２月28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  9,646,912 12,509,304 6,466,163 

２．売掛金  1,160,855 1,753,642 1,398,645 

３．たな卸資産  12,364,297 14,998,625 13,175,295 

４．繰延税金資産  726,907 574,492 693,963 

５．未収入金  2,310,319 1,754,783 2,068,720 

６．その他  479,507 1,037,531 402,294 

流動資産合計   26,688,800 64.5 32,628,380 63.0  24,205,083 58.2

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産 ※１   

１．建物  7,117,365 8,305,829 7,838,814 

２．土地  460,265 460,265 460,265 

３．その他  1,880,048 2,435,542 2,262,176 

有形固定資産合計   9,457,679 22.9 11,201,637 21.6  10,561,256 25.4

(2）無形固定資産   537,314 1.3 1,367,788 2.7  701,805 1.7

(3）投資その他の資産    

１．差入保証金  3,493,303 4,397,272 3,933,576 

２．その他  1,184,116 2,198,674 2,167,380 

投資その他の資産
合計 

  4,677,420 11.3 6,595,947 12.7  6,100,957 14.7

固定資産合計   14,672,413 35.5 19,165,373 37.0  17,364,019 41.8

資産合計   41,361,214 100.0 51,793,753 100.0  41,569,103 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  13,832,289 15,548,097 12,639,433 

２．未払金  1,899,984 2,135,039 1,806,520 

３．未払費用  1,679,503 1,902,860 1,848,132 

４．未払法人税等  1,528,309 1,449,511 1,401,507 

５．賞与引当金  － 147,000 － 

６．その他 ※２ 258,913 237,041 406,258 

流動負債合計   19,199,000 46.4 21,419,550 41.4  18,101,852 43.5

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ６

  
前中間会計期間末 

（平成16年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年２月28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   － 5,000,000 － 

２．退職給付引当金  335,628 436,156 381,509 

３．役員退職慰労引当
金 

 492,384 521,714 510,136 

４．その他  36,426 47,989 48,815 

固定負債合計   864,439 2.1 6,005,860 11.6  940,460 2.3

負債合計   20,063,439 48.5 27,425,410 53.0  19,042,312
45.8

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,588,338 8.7 3,588,338 6.9  3,588,338 8.6

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  5,838,338 5,838,338 5,838,338 

資本剰余金合計   5,838,338 14.1 5,838,338 11.3  5,838,338 14.0

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  90,500 90,500 90,500 

２．任意積立金  9,543,844 12,542,582 9,543,844 

３．中間（当期）未処
分利益 

 2,227,119 2,412,319 3,544,131 

利益剰余金合計   11,861,463 28.7 15,045,401 29.0  13,178,475 31.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  10,097 0.0 △103,272 △0.2  △77,898 △0.1

Ⅴ 自己株式   △462 △0.0 △462 △0.0  △462 △0.0

資本合計   21,297,774 51.5 24,368,343 47.0  22,526,790 54.2

負債・資本合計   41,361,214 100.0 51,793,753 100.0  41,569,103 100.0

    

 



 

 ７

＜訂正後＞ 
 (1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成16年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年２月28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  9,646,912 12,039,304 6,146,163 

２．売掛金  1,160,855 1,753,642 1,398,645 

３．たな卸資産  12,364,297 14,998,625 13,175,295 

４．繰延税金資産  726,907 574,492 693,963 

５．未収入金  2,310,319 1,754,783 2,068,720 

６．その他  493,007 1,086,031 450,794 

流動資産合計   26,702,300 64.4 32,206,880 62.5  23,933,583 57.8

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産 ※１   

１．建物  7,117,365 8,305,829 7,838,814 

２．土地  460,265 460,265 460,265 

３．その他  1,880,048 2,435,542 2,262,176 

有形固定資産合計   9,457,679 22.8 11,201,637 21.6  10,561,256 25.5

(2）無形固定資産   537,314 1.3 1,367,788 2.7  701,805 1.7

(3）投資その他の資産    

１．差入保証金  3,493,303 4,397,272 3,933,576 

２．その他  1,486,978 2,844,267 2,603,138 

貸倒引当金  △216,500 △461,500 △311,500 

投資その他の資産
合計 

  4,673,782 11.5 6,780,039 13.2  6,225,214 15.0

固定資産合計   14,758,775 35.6 19,349,465 37.5  17,488,277 42.2

資産合計   41,461,075 100.0 51,556,345 100.0  41,421,860 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  14,022,289 15,548,097 12,639,433 

２．未払金  1,939,984 2,175,039 1,846,520 

３．未払費用  1,679,503 1,902,860 1,848,132 

４．未払法人税等  1,528,309 1,449,511 1,401,507 

５．賞与引当金  － 147,000 － 

６．その他 ※２ 258,913 237,041 406,258 

流動負債合計   19,429,000 46.8 21,459,550 41.6  18,141,852 43.8

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ８

  
前中間会計期間末 

（平成16年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年２月28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   － 5,000,000 － 

２．退職給付引当金  335,628 436,156 381,509 

３．役員退職慰労引当
金 

 492,384 521,714 510,136 

４．その他  36,426 47,989 48,815 

固定負債合計   864,439 2.1 6,005,860 11.7  940,460 2.3

負債合計   20,293,439 48.9 27,465,410 53.3  19,082,312
46.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,588,338 8.7 3,588,338 7.0  3,588,338 8.7

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  5,838,338 5,838,338 5,838,338 

資本剰余金合計   5,838,338 14.1 5,838,338 11.3  5,838,338 14.1

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  90,500 90,500 90,500 

２．任意積立金  9,543,844 12,542,582 9,543,844 

３．中間（当期）未処
分利益 

 2,096,980 2,134,911 3,356,888 

利益剰余金合計   11,731,325 28.3 14,767,994 28.6  12,991,233 31.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  10,097 0.0 △103,272 △0.2  △77,898 △0.2

Ⅴ 自己株式   △462 △0.0 △462 △0.0  △462 △0.0

資本合計   21,167,635 51.1 24,090,935 46.7  22,339,547 53.9

負債・資本合計   41,461,075 100.0 51,556,345 100.0  41,421,860 100.0
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14 ページ 
＜訂正前＞ 
  ②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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   51,130,729 100.0 61,152,587 100.0  105,051,336 100.0

Ⅱ 売上原価   36,848,508 72.1 44,134,428 72.2  75,417,269 71.8

売上総利益   14,282,221 27.9 17,018,158 27.8  29,634,066 28.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  11,634,271 22.8 13,876,949 22.7  24,578,457 23.4

営業利益   2,647,949 5.2 3,141,209 5.1  5,055,609 4.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  407,859 0.8 473,386 0.8  836,276 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  77,973 0.2 89,837 0.2  97,765 0.1

経常利益   2,977,836 5.8 3,524,758 5.8  5,794,120 5.5

Ⅵ 特別利益 ※３  － － － －  8,000 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  40,954 0.1 55,842 0.1  166,962 0.1

税引前中間(当期)
純利益 

  2,936,882 5.7 3,500,195 5.7  5,635,158 5.4

法人税、住民税及
び事業税 

 1,531,000 1,398,000 2,741,000 

法人税等調整額  △259,686 1,271,313 2.5 78,406 1,476,406 2.4 △245,285 2,495,714 2.4

中間(当期)純利益   1,665,568 3.3 2,023,789 3.3  3,139,443 3.0

前期繰越利益   561,550 388,530  561,550

中間配当額   － －  156,863

中間(当期)未処分
利益 

  2,227,119 2,412,319  3,544,131
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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16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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   51,130,729 100.0 61,152,587 100.0  105,051,336 100.0

Ⅱ 売上原価   36,848,508 72.1 44,134,428 72.2  75,417,269 71.8

売上総利益   14,282,221 27.9 17,018,158 27.8  29,634,066 28.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  11,634,271 22.8 13,876,949 22.7  24,578,457 23.4

営業利益   2,647,949 5.2 3,141,209 5.1  5,055,609 4.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  407,859 0.8 473,386 0.8  836,276 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  77,973 0.2 89,837 0.2  97,765 0.1

経常利益   2,977,836 5.8 3,524,758 5.8  5,794,120 5.5

Ⅵ 特別利益 ※３  － － － －  8,000 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  150,954 0.3 174,562 0.3  371,962 0.3

税引前中間(当期)
純利益 

  2,826,882 5.5 3,350,195 5.5  5,430,158 5.2

法人税、住民税及
び事業税 

 1,531,000 1,398,000 2,741,000 

法人税等調整額  △303,565 1,227,434 2.4 18,571 1,416,571 2.3 △327,059 2,413,940 2.3

中間(当期)純利益   1,599,447 3.1 1,933,624 3.2  3,016,218 2.9

前期繰越利益   497,533 201,287  497,533

中間配当額   － －  156,863

中間(当期)未処分
利益 

  2,096,980 2,134,911  3,356,888
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15・16 ページ 
＜訂正前＞ 
  ③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前中間(当期)純
利益 

 2,936,882 3,500,195 5,635,158 

減価償却費  478,728 564,661 1,057,899 

賞与引当金の増減額
(減少:△) 

 △320,421 147,000 △320,421 

退職給付引当金の増
減額(減少:△) 

 48,167 54,647 94,048 

役員退職慰労引当金
の増減額(減少:△) 

 14,127 11,578 31,878 

受取利息及び受取配
当金 

 △9,285 △27,807 △20,065 

広告宣伝用器具受贈
益 

 － △119,804 △245,072 

支払利息  － 8,990 － 

固定資産除却損  21,303 14,938 115,778 

売上債権の増減額
(増加:△) 

 △169,073 △354,996 △406,863 

たな卸資産の増減額
(増加:△) 

 △373,734 △1,823,330 △1,184,732 

その他流動資産増減
額(増加:△) 

 △983,851 △311,243 △665,392 

仕入債務の増減額
(減少:△) 

 2,444,380 2,908,664 1,251,524 

未払金の増減額(減
少:△) 

 151,503 283,971 199,858 

未払費用の増減額
(減少:△) 

 127,608 54,728 296,237 

未払消費税等の増減
額(減少:△) 

 △72,362 △198,068 70,409 

役員賞与の支払額  △5,000 － △5,000 

その他  △108,756 46,289 65,654 

小計  4,180,217 4,760,415 5,970,901 

利息及び配当金の受
取額 

 9,001 27,550 20,022 

利息の支払額  － △8,358 － 

法人税等の支払額  △1,582,089 △1,349,995 △2,918,891 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 2,607,129 3,429,611 3,072,032 

 



 

 １２

  
前中間会計期間 

（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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 

    

定期預金及び定期積
金の預入れによる支
出 

 △211,500 △215,600 △521,100 

定期預金及び定期積
金の払戻による収入 

 147,600 271,200 420,200 

有形固定資産の取得
による支出 

 △1,522,376 △1,051,533 △3,228,565 

無形固定資産の取得
による支出 

 △73,642 △667,273 △303,714 

投資有価証券の取得
による支出 

 － － △1,055,150 

投資有価証券の売却
による収入 

 － － 78,000 

貸付による支出  － △2,000 △4,500 

差入保証金による支
出 

 △577,374 △367,249 △1,083,857 

差入保証金の返還に
よる収入 

 59,859 69,357 115,314 

その他の投資増減額
(増加:△) 

 △308,634 △211,687 △428,920 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △2,486,069 △2,174,786 △6,012,293 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

長期借入金による収
入 

 － 5,000,000 － 

自己株式の取得によ
る支出 

 △221 － △221 

配当金の支払額  △130,395 △156,084 △286,823 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △130,617 4,843,915 △287,045 

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(減少:△) 

 △9,557 6,098,741 △3,227,306 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 9,280,870 6,053,563 9,280,870 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 9,271,312 12,152,304 6,053,563 

     
 



 

 １３

＜訂正後＞ 
    ③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前中間(当期)純
利益 

 2,826,882 3,350,195 5,430,158 

減価償却費  478,728 564,661 1,057,899 

貸倒引当金の増減額
(減少:△) 

 110,000 150,000 205,000 

賞与引当金の増減額
(減少:△) 

 △320,421 147,000 △320,421 

退職給付引当金の増
減額(減少:△) 

 48,167 54,647 94,048 

役員退職慰労引当金
の増減額(減少:△) 

 14,127 11,578 31,878 

受取利息及び受取配
当金 

 △9,285 △27,807 △20,065 

広告宣伝用器具受贈
益 

 － △119,804 △245,072 

支払利息  － 8,990 － 

固定資産除却損  21,303 14,938 115,778 

売上債権の増減額
(増加:△) 

 △169,073 △354,996 △406,863 

たな卸資産の増減額
(増加:△) 

 △373,734 △1,823,330 △1,184,732 

その他流動資産増減
額(増加:△) 

 △983,851 △311,243 △665,392 

仕入債務の増減額
(減少:△) 

 2,554,380 2,908,664 1,171,524 

未払金の増減額(減
少:△) 

 151,503 283,971 199,858 

未払費用の増減額
(減少:△) 

 127,608 54,728 296,237 

未払消費税等の増減
額(減少:△) 

 △72,362 △198,068 70,409 

役員賞与の支払額  △5,000 － △5,000 

その他  △218,756 △103,710 △174,346 

小計  4,180,217 4,610,415 5,650,901 

利息及び配当金の受
取額 

 9,001 27,550 20,022 

利息の支払額  － △8,358 － 

法人税等の支払額  △1,582,089 △1,349,995 △2,918,891 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 2,607,129 3,279,611 2,752,032 

 
 
 
 



 

 １４

  
前中間会計期間 

（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28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 

    

定期預金及び定期積
金の預入れによる支
出 

 △211,500 △215,600 △521,100 

定期預金及び定期積
金の払戻による収入 

 147,600 271,200 420,200 

有形固定資産の取得
による支出 

 △1,522,376 △1,051,533 △3,228,565 

無形固定資産の取得
による支出 

 △73,642 △667,273 △303,714 

投資有価証券の取得
による支出 

 － － △1,055,150 

投資有価証券の売却
による収入 

 － － 78,000 

貸付による支出  － △2,000 △4,500 

差入保証金による支
出 

 △577,374 △367,249 △1,083,857 

差入保証金の返還に
よる収入 

 59,859 69,357 115,314 

その他の投資増減額
(増加:△) 

 △308,634 △211,687 △428,920 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △2,486,069 △2,174,786 △6,012,293 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

長期借入金による収
入 

 － 5,000,000 － 

自己株式の取得によ
る支出 

 △221 － △221 

配当金の支払額  △130,395 △156,084 △286,823 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △130,617 4,843,915 △287,045 

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(減少:△) 

 △9,557 5,948,740 △3,547,306 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 9,280,870 5,733,563 9,280,870 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 9,271,312 11,682,304 5,733,563 

     
 



 

 １５

18 ページ 
  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
＜訂正前＞ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金 (1）賞与引当金 (1)賞与引当金 

 ────── 

（追加情報） 

労働組合との協約により、賞

与支給対象期間の改定（夏季賞

与は12月1日～5月31日を3月1日

～8月31日に、冬季賞与は6月1日

～11月30日を9月1日～2月28日

に）、及び決算賞与制度の新設

（支給対象期間は3月1日～2月

28日）を行っております。 

当社は移行措置として、平成

16年夏季賞与の支給対象期間を

平成15年12月1日から平成16年8

月31日までとして支給しており

ます。 

この支給対象期間の変更によ

る損益に与える影響はありませ

ん。 

従業員に対して支給する賞与

の支給に充てるため、将来の支

給見込額のうち当期の負担額を

計上しております。 

────── 

（追加情報） 

労働組合との協約により、賞

与支給対象期間の改定（夏季賞

与は12月1日～5月31日を3月1日

～8月31日に、冬季賞与は6月1日

～11月30日を9月1日～2月28日

に）、及び決算賞与制度の新設

（支給対象期間は3月1日～2月

28日）を行っております。 

当社は移行措置として、平成

16年夏季賞与の支給対象期間を

平成15年12月1日から平成16年8

月31日までとして支給しており

ます。 

この支給対象期間の変更によ

る損益に与える影響はありませ

ん。 

 (2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

なお、過去勤務債務は、各

事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による

定額法により費用処理するこ

ととしております。 

また、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

同左  従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により

費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により

それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

同左  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

 



 

 １６

＜訂正後＞ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

同左 同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

 ────── 

（追加情報） 

労働組合との協約により、賞

与支給対象期間の改定（夏季賞

与は12月1日～5月31日を3月1日

～8月31日に、冬季賞与は6月1日

～11月30日を9月1日～2月28日

に）、及び決算賞与制度の新設

（支給対象期間は3月1日～2月

28日）を行っております。 

当社は移行措置として、平成

16年夏季賞与の支給対象期間を

平成15年12月1日から平成16年8

月31日までとして支給しており

ます。 

この支給対象期間の変更によ

る損益に与える影響はありませ

ん。 

従業員に対して支給する賞与

の支給に充てるため、将来の支

給見込額のうち当期の負担額を

計上しております。 

────── 

（追加情報） 

労働組合との協約により、賞

与支給対象期間の改定（夏季賞

与は12月1日～5月31日を3月1日

～8月31日に、冬季賞与は6月1日

～11月30日を9月1日～2月28日

に）、及び決算賞与制度の新設

（支給対象期間は3月1日～2月

28日）を行っております。 

当社は移行措置として、平成

16年夏季賞与の支給対象期間を

平成15年12月1日から平成16年8

月31日までとして支給しており

ます。 

この支給対象期間の変更によ

る損益に与える影響はありませ

ん。 

 (3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

なお、過去勤務債務は、各

事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による

定額法により費用処理するこ

ととしております。 

また、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

同左  従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により

費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により

それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

同左  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 
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  注記事項 
＜訂正前＞ 
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの
 

受取利息 9,178千円

広告宣伝用器具
受贈益 145,048千円

受取手数料 171,386千円
  

 
受取利息 20,184千円

広告宣伝用器具
受贈益 170,966千円

受取手数料 196,726千円
  

 
受取利息 19,928千円

広告宣伝用器具
受贈益 315,123千円

受取手数料 341,395千円
  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの
 

 

障害者雇用納付金 8,450千円

リース解約損 48,644千円
  
※３．特別利益のうち主要なもの 

 
支払利息 8,990千円

障害者雇用納付金 10,750千円

賃貸原価 30,258千円
  
※３．特別利益のうち主要なもの 

 
 

障害者雇用納付金 8,450千円

リース解約損 48,408千円
 
※３．特別利益のうち主要なもの 

 
────── 

  
※４．特別損失のうち主要なもの 

 

────── 

  
※４．特別損失のうち主要なもの 

 
投資有価証券売却
益 8,000千円

 
※４．特別損失のうち主要なもの 

 
固定資産除却損 21,303千円

店舗賃借解約損 19,650千円 

 
固定資産除却損 52,936千円

店舗賃借解約損 2,906千円 

 
固定資産除却損 130,443千円

店舗賃借解約損 19,650千円
  

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 416,203千円

無形固定資産 50,245千円
  

 
有形固定資産 493,048千円

無形固定資産 58,159千円
  

 
有形固定資産 926,736千円

無形固定資産 104,933千円
  

 
（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

平成16年８月31日現在 平成17年８月31日現在 平成17年２月28日現在 
 
現金及び預金勘定 9,646,912千円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△375,600 

現金及び現金同等
物 

9,271,312 

  

 
現金及び預金勘定 12,509,304千円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△357,000 

現金及び現金同等
物 

12,152,304 

  

 
現金及び預金勘定 6,466,163千円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△412,600 

現金及び現金同等
物 

6,053,563 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 １８

＜訂正後＞ 
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 9,178千円

広告宣伝用器具
受贈益 145,048千円

受取手数料 171,386千円
  

 
受取利息 20,184千円

広告宣伝用器具
受贈益 170,966千円

受取手数料 196,726千円
  

 
受取利息 19,928千円

広告宣伝用器具
受贈益 315,123千円

受取手数料 341,395千円
  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
 

 

障害者雇用納付金 8,450千円

リース解約損 48,644千円
  
※３．特別利益のうち主要なもの 

 
支払利息 8,990千円

障害者雇用納付金 10,750千円

賃貸原価 30,258千円
  
※３．特別利益のうち主要なもの 

 
 

障害者雇用納付金 8,450千円

リース解約損 48,408千円
 
※３．特別利益のうち主要なもの 

 

────── 

  
※４．特別損失のうち主要なもの 

 

────── 

  
※４．特別損失のうち主要なもの 

 
投資有価証券売却
益 8,000千円

 
※４．特別損失のうち主要なもの 

 
固定資産除却損 21,303千円

店舗賃借解約損 19,650千円

貸倒引当金繰入額 110,000千円 

 
固定資産除却損 21,655千円

店舗賃借解約損 2,906千円

貸倒引当金繰入額 150,000千円 

 
固定資産除却損 130,443千円

店舗賃借解約損 19,650千円

貸倒引当金繰入額 205,000千円
  

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 416,203千円

無形固定資産 50,245千円
  

 
有形固定資産 493,048千円

無形固定資産 58,159千円
  

 
有形固定資産 926,736千円

無形固定資産 104,933千円
  

 
（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

平成16年８月31日現在 平成17年８月31日現在 平成17年２月28日現在 
 
現金及び預金勘定 9,646,912千円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△375,600 

現金及び現金同等
物 

9,271,312 

  

 
現金及び預金勘定 12,039,304千円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△357,000 

現金及び現金同等
物 

12,682,304 

  

 
現金及び預金勘定 6,146,163千円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△412,600 

現金及び現金同等
物 

5,733,563 
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＜訂正前＞ 

（1 株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

 
１株当たり純資産額 814円64銭

１株当たり中間純利益 63円71銭
  

 
１株当たり純資産額 932円09銭

１株当たり中間純利益 77円41銭
  

 
１株当たり純資産額 861円65銭

１株当たり当期純利益 120円08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、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

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

当社は、平成16年4月20日付をもっ

て普通株式1株を2株に分割しており

ます。 

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の1株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりと

なります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純

資産額 

699円11銭 

１株当たり純

資産額 

755円87銭 

１株当たり中

間純利益金額 

61円85銭 

１株当たり当

期純利益金額 

123円51銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間（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。 

 当社は、平成16年4月20日付をもっ

て普通株式1株を2株に分割しており

ます。 

なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の1株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

１株当たり純資産額  755円87銭 

１株当たり当期純利益 123円51銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

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

 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日
至 平成16年８月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前事業年度 
(自 平成16年３月１日
至 平成17年２月28日)

中間（当期）純利益（千円） 1,665,568 2,023,789 3,139,443 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

1,665,568 2,023,789 3,139,443 

期中平均株式数（株） 26,143,876 26,143,854 26,143,865 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ２０

＜訂正後＞ 
（1 株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

 
１株当たり純資産額 809円66銭

１株当たり中間純利益 61円18銭
  

 
１株当たり純資産額 921円48銭

１株当たり中間純利益 73円96銭
  

 
１株当たり純資産額 854円49銭

１株当たり当期純利益 115円37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、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

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

当社は、平成16年4月20日付をもっ

て普通株式1株を2株に分割しており

ます。 

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の1株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりと

なります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純

資産額 

698円36銭 

１株当たり純

資産額 

753円42銭 

１株当たり中

間純利益金額 

61円85銭 

１株当たり当

期純利益金額 

121円80銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間（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。 

 当社は、平成16年4月20日付をもっ

て普通株式1株を2株に分割しており

ます。 

なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の1株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

１株当たり純資産額  753円42銭 

１株当たり当期純利益 121円80銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

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

 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日
至 平成16年８月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

前事業年度 
(自 平成16年３月１日
至 平成17年２月28日)

中間（当期）純利益（千円） 1,599,447 1,933,624 3,016,218 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

1,599,447 1,933,624 3,016,218 

期中平均株式数（株） 26,143,876 26,143,854 26,143,865 
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