
 
 

 

平成20年 12月 24日 

各位 

会 社 名 株式会社ジー・エフグループ 
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岡田博之 

 （コード番号3751  東証マザーズ） 
問合せ先 常務取締役 経営管理本部長 加藤伸一 
 TEL（03）5978－2461（代表） 

 

（訂正）「平成20年10月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成20年12月15日付で開示いたしました「平成20年10月期 決算短信」について、一部誤りがあり

ましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記  

 
１【訂正事項】 
  ４．連結財務諸表 
   (1) 連結貸借対照表 
 
   (2) 連結損益計算書 
 
   (3) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 
   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
   ６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
 
   表示方法の変更 
 
   注記事項 
   （連結貸借対照表関係） 
 
   （連結損益計算書関係） 
 
   （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 
   （税効果会計関係） 
 
   （関連当事者との取引） 
 
  ５．個別財務諸表 
   (1) 貸借対照表 
 
   (2) 損益計算書 
 
   重要な会計方針 
 
   注記事項 
   （貸借対照表関係） 
 
   （損益計算書関係） 
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２【訂正箇所】 

  訂正箇所は   （下線）を付して表示しております。 

 

４．連結財務諸表 

  （訂正前） 

(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成19年10月 31日) 
当連結会計年度 

(平成20年10月 31日) 

区分 
注記

番号 
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   483,998   307,564  

 ２ 受取手形及び売掛金   131,538   2,622,827  

 ３ たな卸資産   131,722   126,467  

 ４ 短期貸付金   －   2,805,364  

 ５ 繰延税金資産   －   18,897  

 ６ その他   67,645   437,504  

   貸倒引当金   △25,973   △20,127  

   流動資産合計   788,930 77.1  6,298,498 83.6 

Ⅱ 固定資産        

（中略）        

 ２ 無形固定資産        

  (1) 営業権   －   555,379  

  (2) その他   30,319   31,214  

（中略）        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 買掛金   93,488   2,866,128  

 ２ 短期借入金   390,000   2,393,054  

 ３ 一年内返済予定長期借入
金 

  93,224   83,840  

 ４ 未払金   93,087   219,210  

（中略）        

Ⅱ 固定負債        

 １ 長期借入金   152,171   68,331  

 ２ 退職給付引当金   6,688   8,419  

（後略）        
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（訂正後） 

(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成19年10月 31日) 
当連結会計年度 

(平成20年10月 31日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

 １ 現金及び預金 ※４  483,998   307,564  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※４  131,538   2,622,827  

 ３ たな卸資産   131,722   126,467  

 ４ 短期貸付金   －   2,805,364  

 ５ 未収入金   －   376,738  

 ６ 繰延税金資産   －   18,897  

 ７ その他   67,645   60,765  

   貸倒引当金   △25,973   △20,127  

   流動資産合計   788,930 77.1  6,298,498 83.6 

Ⅱ 固定資産        

（中略）        

 ２ 無形固定資産        

  (1) のれん   －   555,379  

  (2) その他   30,319   31,214  

（中略）        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 買掛金   93,488   2,866,128  

 ２ 短期借入金 ※４  390,000   2,393,054  

 ３ 一年内返済予定長期借入
金 

※４  93,224   83,840  

 ４ 未払金   93,087   219,210  

（中略）        

Ⅱ 固定負債        

 １ 長期借入金 ※４  152,171   68,331  

 ２ 退職給付引当金   6,688   8,419  

（後略）        
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４．連結財務諸表 

（訂正前） 

  (2) 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年 11月１日 
 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   1,689,172 100.0  34,436,313 100.0 

Ⅱ 売上原価   499,633 29.6  33,628,771 97.7 

   売上総利益   1,189,539 70.4  807,542 2.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

 １ 広告宣伝費  302,695   38,725   

 ２ 業務委託費  －   319,395   

 ３ 貸倒引当金繰入額  12,008   8,701   

 ４ 給与手当  446,938   185,097   

 ５ 賞与引当金繰入額  15,139   516   

 ６ 役員退職慰労引当金繰入

額 
 2,500   600   

 ７ 営業権償却  －   24,146   

 ８ その他 ※１ 832,082 1,611,364 95.4 353,773 930,957 2.7 

（中略）        

Ⅵ 特別損失        

 １ 固定資産売却除却損 ※２ 1,683   10,915   

 ２ 投資有価証券評価損  64,149   8,881   

 ３ 投資有価証券売却損  4,800   －   

 ４ 減損損失  －   663   

 ５ 保険解約損  － 70,632 4.2 14,203 34,663 0.1 

（後略）        
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（訂正後） 

  (2) 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年 11月１日 
 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   1,689,172 100.0  34,436,313 100.0 

Ⅱ 売上原価   499,633 29.6  33,628,771 97.7 

   売上総利益   1,189,539 70.4  807,542 2.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

 １ 広告宣伝費  302,695   38,725   

 ２ 業務委託費  －   319,395   

 ３ 貸倒引当金繰入額  12,008   8,701   

 ４ 給与手当  446,938   185,097   

 ５ 賞与引当金繰入額  15,139   516   

 ６ 役員退職慰労引当金繰入額  2,500   600   

 ７ のれん償却額  －   24,146   

 ８ その他 ※１ 832,082 1,611,364 95.4 353,773 930,957 2.7 

（中略）        

Ⅵ 特別損失        

 １ 固定資産売却除却損 ※２ 1,683   10,915   

 ２ 投資有価証券評価損  64,149   8,881   

 ３ 投資有価証券売却損  4,800   －   

 ４ 減損損失 ※３ －   663   

 ５ 保険解約損  － 70,632 4.2 14,203 34,663 0.1 

（後略）        
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４．連結財務諸表 

（訂正前） 

  (2) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年 11月１日 
 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税金等調整前当期純損失  △538,709 △183,570 

   減価償却費  33,579 19,236 

   営業権償却  － 24,146 

   減損損失  － 663 

（中略）    

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  △263,200 7,383 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  656,110 300,181 

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 ※ 392,909 307,564 

    
 

 

（訂正後） 

  (2) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年 11月１日 
 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税金等調整前当期純損失  △538,709 △183,570 

   減価償却費  33,579 19,236 

   のれん償却額  － 24,146 

   減損損失  － 663 

（中略）    

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  △263,200 7,383 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  656,110 300,181 

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 392,909 307,564 
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４．連結財務諸表 

 （訂正前） 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年 11月１日 
 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

（前略） （前略） （前略） 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー 

計算書における資金の範

囲 

 手元現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

 

 

  (訂正後) 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

（前略） （前略） （前略） 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

－  のれんの償却については、10年間の定額

法により償却を行っております。 

７ 連結キャッシュ・フロー 

計算書における資金の範

囲 

 手元現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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４．連結財務諸表 

  (訂正前) 

  表示方法の変更 

前連結会計年度 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの 

「その他」に含めておりました「未収還付消費税等の増減

額」は、当連結会計年度において重要性が増したため、区

分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「未収還付消費税等の増減額」

は、△1,013千円であります。 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含め

ておりました「短期貸付金」、及び投資その他の資産の「そ

の他」に含めておりました「敷金・保証金」は、当連結会

計年度において重要性が増したため、区分掲記することと

いたしました。 

 なお、前連結会計年度の「短期貸付金」は12,658千円、

「敷金・保証金」は27,007千円であります。 

 

 

(訂正後) 

  表示方法の変更 

前連結会計年度 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの 

「その他」に含めておりました「未収還付消費税等の増減

額」は、当連結会計年度において重要性が増したため、区

分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「未収還付消費税等の増減額」

は、△1,013千円であります。 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含め

ておりました「短期貸付金」、「未収入金」、及び投資その

他の資産の「その他」に含めておりました「敷金・保証金」

は、当連結会計年度において重要性が増したため、区分掲

記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「短期貸付金」は12,658千円、

「未収入金」は983千円、「敷金・保証金」は27,007千円

であります。 
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４．連結財務諸表 

  注記事項 

(訂正前) 

  （連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成19年10月 31日) 

当連結会計年度 
(平成20年10月 31日) 

（前略） （前略） 

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額 400,000千円 

借入実行残高 150,000千円 

差引額 250,000千円  

 ３           － 

 

 

(訂正後) 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成19年10月 31日) 

当連結会計年度 
(平成20年10月 31日) 

（前略） （前略） 

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額 400,000千円 

借入実行残高 150,000千円 

差引額 250,000千円  

３           － 

※４           － ※４ 担保に供している資産及び担保付き債務 

  (1) 担保資産 

定期預金 200,000千円 

売掛金 2,505,931千円 

計 2,705,931千円 

    なお、当社は自社の借入金に対して、上記以外に

連結子会社である大酒販㈱の株式1,403,269千円を

担保に供しております。 

 (2) 担保付き債務 

短期借入金 2,368,054千円 

一年内返済予定長期借入金 40,008千円 

長期借入金 48,307千円 

計 2,456,369千円  
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４．連結財務諸表 

  注記事項 

(訂正前) 

  （連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費  24,394千円 

※１ 研究開発費の総額    

一般管理費に含まれる研究開発費   1,112千円 

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

工具器具備品 47千円 

ソフトウェア 1,635千円  

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

ソフトウェア 10,915千円  

 

  (訂正後) 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費  24,394千円 

※１ 研究開発費の総額    

売上原価及び一般管理費に含ま

れる研究開発費 
13,828千円 

 

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

工具器具備品 47千円 

ソフトウェア 1,635千円  

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

ソフトウェア 10,915千円  

※３           － ※３ 減損損失 

   当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上しました。 

  (1) 資産のグルーピングの方法 

    当社グループは、経営管理部門、酒類食品卸販売

事業及びテレマーケティング事業の３つの資産グ

ループとしております。 

   (2) 減損損失を認識した資産グループ及び減損損失

計上額、資産種類ごとの内訳 

場所 種類 金額 

東京本社 

（東京都文京区） 
工具器具備品 663千円 

 

   (3) 減損損失を認識するに至った経緯 

当社グループを取り巻く経済環境が不透明とな

り、固定資産投資の回収可能性を高い確度で担保す

ることが出来なくなったため、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

損失に計上いたしました。 

   (4) 回収可能価額の算定方法 

    回収可能価額については、正味売却価額により算

定しております。 
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４．連結財務諸表 

  注記事項 

(訂正前) 

  （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 （平成19年10月31日現在） 

現金及び預金勘定 483,998千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 91,088千円 

現金及び現金同等物 392,909千円  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 （平成20年10月31日現在） 

現金及び預金勘定 307,564千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円 

現金及び現金同等物 307,564千円  

 

 

(訂正後) 

  （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

 （平成19年10月31日現在） 

現金及び預金勘定 483,998千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 91,088千円 

現金及び現金同等物 392,909千円  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

 （平成20年10月31日現在） 

現金及び預金勘定 307,564千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円 

現金及び現金同等物 307,564千円  

２           － ２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   当連結会計年度に大酒販㈱との間で株式交換により

同社を完全子会社化いたしましたが、本株式交換は企

業結合会計の逆取得に該当するため、時価評価後の当

社の資産及び負債を引き継いでおります。引き継いだ

資産及び負債の内訳は以下の通りであります。 

流動資産 503,907千円 

固定資産 267,795千円 

資産合計 771,703千円 

流動負債 608,369千円 

固定負債 148,945千円 

負債合計 757,314千円  
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４．連結財務諸表 

  注記事項 

(訂正前) 

  （税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  （繰延税金資産） 

商品評価損 8,094 千円 

貸倒引当金 10,852 〃 

減価償却費 9,040 〃 

債務保証損失引当金 10,258 〃 

権利金評価損 1,162 〃 

賞与引当金 6,407 〃 

役員退職慰労引当金 7,897 〃 

退職給付引当金 2,700 〃 

投資有価証券評価損 64,860 〃 

税務上の繰越欠損金 185,835 〃 

その他 1,340 〃 

繰延税金資産小計 308,451 千円 

評価性引当金 △308,451 千円 

繰延税金資産合計 － 千円 

  （繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 － 千円 

繰延税金負債計 － 千円 

繰延税金資産の純額 － 千円  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  （繰延税金資産） 

商品評価損 5,179 千円 

貸倒引当金 12,369 〃 

減価償却費 3,706 〃 

債務保証損失引当金 9,021 〃 

権利金評価損 1,129 〃 

賞与引当金 3,313 〃 

役員退職慰労引当金 7,938 〃 

退職給付引当金 3,409 〃 

投資有価証券評価損 52,905 〃 

貯蔵品評価損 1,932 〃 

未払事業税 2,190 〃 

税務上の繰越欠損金 545,557 〃 

その他 205 〃 

繰延税金資産小計 648,859 千円 

評価性引当金 629,962 千円 

繰延税金資産合計 － 千円 

  （繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 － 千円 

繰延税金負債計 － 千円 

繰延税金資産の純額 18,897 千円  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と 

なった主要な項目別内訳 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上し 

たため記載を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と 

なった主要な項目別内訳 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上し 

たため記載を省略しております。 
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 (訂正後) 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  （繰延税金資産） 

商品評価損 8,094 千円 

貸倒引当金 10,852 〃 

減価償却費 9,040 〃 

債務保証損失引当金 10,258 〃 

権利金評価損 1,162 〃 

賞与引当金 6,407 〃 

役員退職慰労引当金 7,897 〃 

退職給付引当金 2,700 〃 

投資有価証券評価損 64,860 〃 

税務上の繰越欠損金 185,835 〃 

その他 1,340 〃 

繰延税金資産小計 308,451 千円 

評価性引当金 △308,451 千円 

繰延税金資産合計 － 千円 

  （繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 － 千円 

繰延税金負債計 － 千円 

繰延税金資産の純額 － 千円  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  （繰延税金資産） 

商品評価損 5,179 千円 

貸倒引当金 12,369 〃 

減価償却費 3,706 〃 

債務保証損失引当金 9,021 〃 

権利金評価損 1,129 〃 

賞与引当金 3,313 〃 

役員退職慰労引当金 7,938 〃 

退職給付引当金 3,409 〃 

投資有価証券評価損 52,905 〃 

貯蔵品評価損 1,932 〃 

未払事業税 2,190 〃 

税務上の繰越欠損金 545,557 〃 

その他有価証券評価差額金 621 〃 

その他 205 〃 

繰延税金資産小計 649,481 千円 

評価性引当金 △629,962 千円 

繰延税金資産合計 19,518 千円 

  （繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 － 千円 

繰延税金負債計 － 千円 

繰延税金資産の純額 19,518 千円  

２            － ２ 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

流動資産…繰延税金資産 18,897 千円 

固定資産…投資その他の資産 

「その他」 
621 千円 

 

３ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と 

なった主要な項目別内訳 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上し 

たため記載を省略しております。 

３ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と 

なった主要な項目別内訳 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上し

たため記載を省略しております。 
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４．連結財務諸表 

  注記事項 

(訂正前) 

  （関連当事者との取引） 

   前連結会計年度（自平成18年11月１日 至平成19年 10月 31日） 

    該当事項はありません。 

 

   当連結会計年度（自平成19年11月１日 至平成20年 10月 31日） 

    (1) 兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又

は出資金
(百万円) 

事業の内

容又は職
業 

議決権等

の所有 
（被所 

有）割合

（％） 

役員の

兼任等

(人) 

事業上

の関係 

取引の内容 
取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円) 

酒類・食品の
卸売 

12,719 売掛金 958 

1,139 
短期貸付
金 

2,803 運転資金の貸
付及び利息の
受取 24 未収収益 2 

事務委託等 295 － － 

㈱マイン
マート 

神奈川県
横浜市 

1,042 
酒類・食
品の販売 

－ 2 
酒類・
食品の
卸売 

運転資金の借
入 

146 
短期借入
金 

－ 

サリ㈱ 
神奈川県
横浜市 

10 
酒類・食
品の販売 

－ － 
酒類・
食品の
卸売 

酒類・食品の
卸売 

5,720 売掛金 390 

1,404 
短期借入
金 

2,150 

親会社の子
会社 

日本アジ
アファイ
ナンシャ
ルサービ
ス㈱ 

東京都中
央区 

70 金融業 － － 
資金調
達 

運転資金の借
入及び利息の
支払 

27 未払費用 11 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方法 

      上記各社への商品の販売については、市場価格を参考に決定しております。 

    ２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

    ３．短期借入金及び短期貸付金の取引金額は、期中平均残高を使用しております。 
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(訂正後) 

  （関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自平成18年11月１日 至平成19年10月 31日） 

    該当事項はありません。 

 

   当連結会計年度（自平成19年11月１日 至平成20年 10月 31日） 

    (1) 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金又

は出資金
(百万円) 

事業の内

容又は職
業 

議決権等
の所有

（被所

有）割合
（％） 

役員の

兼任等

(人) 

事業上

の関係 

取引の内容 
取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円) 

役員 岡田博之 － － 
当社代表
取締役 

0.1 － － 
役員報酬の返
還 

4 
未 収 入
金 

4 

 

(2) 兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又

は出資金
(百万円) 

事業の内

容又は職
業 

議決権等

の所有
（被所

有）割合

（％） 

役員の
兼任等

(人) 

事業上
の関係 

取引の内容 
取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円) 

酒類・食品の
卸売 

12,719 売掛金 958 

1,139 
短期貸付
金 

2,803 運転資金の貸
付及び利息の
受取 24 未収収益 2 

事務委託等 295 － － 

㈱マイン
マート 

神奈川県
横浜市 

1,042 
酒類・食
品の販売 

－ 2 
酒類・
食品の
卸売 

運転資金の借
入 

146 
短期借入
金 

－ 

サリ㈱ 
神奈川県
横浜市 

10 
酒類・食
品の販売 

－ － 
酒類・
食品の
卸売 

酒類・食品の
卸売 

5,720 売掛金 390 

1,404 
短期借入
金 

2,150 

親会社の子
会社 

日本アジ
アファイ
ナンシャ
ルサービ
ス㈱ 

東京都中
央区 

70 金融業 － － 
資金調
達 

運転資金の借
入及び利息の
支払 

27 未払費用 11 

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方法 

      上記各社への商品の販売については、市場価格を参考に決定しております。 

    ２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

    ３．短期借入金及び短期貸付金の取引金額は、期中平均残高を使用しております。 
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５．個別財務諸表 

  （訂正前） 

(1）貸借対照表 

  
第 20期 

(平成19年10月 31日) 
第 21期 

(平成20年10月 31日) 

区分 
注記

番号 
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   408,685   222,836  

 ２ 売掛金   131,538   1,321  

 ３ 商品   122,683   －  

 ４ 貯蔵品   9,038   －  

 ５ 前渡金   23,736   －  

 ６ 前払費用   13,646   4,832  

 ７ 関係会社貸付金   11,500   2,050,000  

 ８ 未収還付消費税等   15,559   4,418  

 ９ その他   3,203   43,541  

   貸倒引当金   △25,973   △117,202  

   流動資産合計   713,617 72.1  2,209,747 60.2 

（中略）        

Ⅱ 固定資産        

（中略）        

 ３ 投資その他の資産        

  (1) 投資有価証券 ※１  56,245   16,758  

  (2) 関係会社株式   －   1,403,269  

  (3) 関係会社出資金   42,742   20,316  

（中略）        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 買掛金   93,488   －  

 ２ 短期借入金   390,000   2,393,054  

 ３ 一年内返済予定長期借入
金 

  93,224   83,840  

 ４ 未払金   93,087   3,422  

（中略）        

Ⅱ 固定負債        

 １ 長期借入金   152,171   68,331  

 ２ 預り保証金   5,359   809  

（後略）        
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（訂正後） 

(1）貸借対照表 

  
第 20期 

(平成19年10月 31日) 
第 21期 

(平成20年10月 31日) 

区分 
注記

番号 
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 ※３  408,685   222,836  

 ２ 売掛金   131,538   1,321  

 ３ 商品   122,683   －  

 ４ 貯蔵品   9,038   －  

 ５ 前渡金   23,736   －  

 ６ 前払費用   13,646   4,832  

 ７ 関係会社短期貸付金   11,500   2,050,000  

 ８ 未収還付消費税等   15,559   4,418  

 ９ その他   3,203   43,541  

   貸倒引当金   △25,973   △117,202  

   流動資産合計   713,617 72.1  2,209,747 60.2 

（中略）        

Ⅱ 固定資産        

（中略）        

 ３ 投資その他の資産        

  (1) 投資有価証券 ※１  56,245   16,758  

  (2) 関係会社株式 ※３  －   1,403,269  

  (3) 関係会社出資金   42,742   20,316  

（中略）        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 買掛金   93,488   －  

 ２ 短期借入金 ※３  390,000   2,393,054  

 ３ 一年内返済予定長期借入
金 

※３  93,224   83,840  

 ４ 未払金   93,087   3,422  

（中略）        

Ⅱ 固定負債        

 １ 長期借入金 ※３  152,171   68,331  

 ２ 預り保証金   5,359   809  

（後略）        
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４．個別財務諸表 

（訂正前） 

  (2) 損益計算書 

  
第 20期 

(自 平成18年 11月１日 
 至 平成19年 10月31日) 

第 21期 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

（前略）        

Ⅳ 営業外収益        

 １ 受取利息  2,756   26,966   

 ２ 受取配当金  68   355   

 ３ 受取家賃  7,698   8,633   

 ４ 受取手数料  171   1,741   

 ５ 還付加算金  1,759   295   

 ６ その他  328 12,783 0.8 529 38,521 6.5 

(中略)        

Ⅶ 特別損失        

 １ 固定資産売却除却損 ※２ 1,683   8,261   

 ２ 投資有価証券評価損  64,149   177,716   

 ３ 投資有価証券売却損  4,800   5,400   

 ４ 減損損失  －   31,840   

 ５ 保険解約損  － 70,632 4.2 14,203 237,421 40.3 

（後略）        
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（訂正後） 

  (2) 損益計算書 

  
第 20期 

(自 平成18年 11月１日 
 至 平成19年 10月31日) 

第 21期 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

（前略）        

Ⅳ 営業外収益        

 １ 受取利息 ※４ 2,756   26,966   

 ２ 受取配当金  68   355   

 ３ 受取家賃  7,698   8,633   

 ４ 受取手数料  171   1,741   

 ５ 還付加算金  1,759   295   

 ６ その他  328 12,783 0.8 529 38,521 6.5 

(中略)        

Ⅶ 特別損失        

 １ 固定資産売却除却損 ※２ 1,683   8,261   

 ２ 投資有価証券評価損  64,149   177,716   

 ３ 投資有価証券売却損  4,800   5,400   

 ４ 減損損失 ※３ －   31,840   

 ５ 保険解約損  － 70,632 4.2 14,203 237,421 40.3 

（後略）        
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５．個別財務諸表 

 （訂正前） 

  重要な会計方針 

項目 

第20期 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

第 21期 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

（前略） （前略） （前略） 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

同左 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(中略) (中略) 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、 

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

別に回収の可能性を検討し、回収不能見 

込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(中略) (中略) 

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると 

認められるもの以外のファイナンス・リー 

ス取引については、通常の賃貸借取引に係 

る方法に準じた会計処理によっております。 

同左 

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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 （訂正後） 

  重要な会計方針 

項目 

第20期 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

第 21期 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

（前略） （前略） （前略） 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 － 株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(中略) (中略) 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、 

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

別に回収の可能性を検討し、回収不能見 

込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

５ 引当金の計上基準 

(中略) (中略) 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー 

ス取引については、通常の賃貸借取引に係 

る方法に準じた会計処理によっております。 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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５．個別財務諸表 

  注記事項 

(訂正前) 

（貸借対照表関係） 

第 20期 
(平成19年10月 31日) 

第 21期 
(平成20年10月 31日) 

（前略） （前略） 

 ２ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額 400,000千円 

借入実行残高 150,000千円 

差引額 250,000千円  

２           － 

 

  （訂正後） 

（貸借対照表関係） 

第 20期 
(平成19年10月 31日) 

第 21期 
(平成20年10月 31日) 

（前略） （前略） 

 ２ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額 400,000千円 

借入実行残高 150,000千円 

差引額 250,000千円  

２           － 

※３           － ※３ 担保に供している資産及び担保付き債務 

  (1) 担保資産 

定期預金 200,000千円 

関係会社株式 1,403,269千円 

計 1,603,269千円 

    なお、当社は自社の借入金に対して、上記以外に

連結子会社である大酒販㈱の売掛金2,505,931千円

を担保に供しております。 

  (2) 担保付き債務 

短期借入金 2,368,054千円 

一年内返済予定長期借入金 40,008千円 

長期借入金 48,307千円 

計 2,456,369千円  
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５．個別財務諸表 

  注記事項 

(訂正前) 

  （損益計算書関係） 

第 20期 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

第 21期 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

（前略） （前略） 

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

工具器具備品 47千円 

ソフトウェア 1,635千円  

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

工具器具備品 1,206千円 

ソフトウェア 7,055千円  

 

 

  (訂正後) 

（損益計算書関係） 

第 20期 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

第 21期 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

（前略） （前略） 

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

工具器具備品 47千円 

ソフトウェア 1,635千円  

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

工具器具備品 1,206千円 

ソフトウェア 7,055千円  

※３           － ※３ 減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

  (1) 資産のグルーピングの方法 

    当社は全社で 1 つの資産グループとしておりま

す。 

   (2) 減損損失を認識した資産グループ及び減損損失

計上額、資産種類ごとの内訳 

場所 種類 金額 

建物 7,831千円 

工具器具備品 16,869千円 

電話加入権 5,426千円 

リース資産 1,713千円 

全社 

合計 31,840千円  
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第20期 
(自 平成18年 11月１日 

 至 平成19年 10月31日) 

第 21期 
(自 平成19年 11月１日 

 至 平成20年 10月31日) 

   (3) 減損損失を認識するに至った経緯 

当社を取り巻く経済環境が不透明となり、固定資

産投資の回収可能性を高い確度で担保することが

出来なくなったため、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

上いたしました。 

   (4) 回収可能価額の算定方法 

    回収可能価額については、正味売却価額により算

定しております。 

 ※４ 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて

おります。 

受取利息 25,997千円  

 

以 上 


