
 

平成 21 年５月 14 日 

各位 

会 社 名 株式会社 マキヤ 

代 表 者 名 代表取締役社長   川原﨑 康雄 

（JASDAQ ｺｰﾄﾞ番号：９８９０） 

問合わせ先 取締役経理財務部長  柳野 陽一 

電 話 （0545）36－1000 

 

（訂正）「平成 21 年３月期 決算短信」一部訂正について 

 

 平成 21 年５月 12 日付で開示しました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがありまし

たので、その訂正を下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付し表示しております。 

 

記 

1. １ページ「1.21 年３月期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）」 

 （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 

21 年３月期 803  △865  △30  834  

20 年３月期 1,479  704  △2,498  929  

（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 

21 年３月期 850  △865  △77  834  

20 年３月期 1,479  704  △2,498  929  

 

2. ４ページ「（2）財政状態に関する分析」 

 ②キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較し

て９千４百万円減少し、８億３千４百万円となりました。 

 当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
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 税金等調整前当期純利益 10 億４百万円、減価償却費８億９千７百万円、減損損失２億２千万円等により、

仕入債務の減少額４億５千６百万円、法人税等の支払額４億５千１百万円があったものの８億３百万円と

なりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得による支出 13 億８千７百万円、敷金保証金の回収による収入４億５千４百万円等に

より８億６千５百万円の支出になりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の減少額４億６千万円、長期借入金の返済による支出 24 億３千２百万円、長期借入金の借入れ

による収入 29 億円、社債発行による収入２億９千３百万円等により３千万円の支出になりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

自己資本比率 35.0 35.7 35.3 39.2 39.6 

時価ベースの自己資本比率 32.8 32.1 29.2 29.0 18.0 

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 
7.0 7.2 4.5 6.3 11.0 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
9.7 11.0 15.7 8.3 7.6 

（訂正後） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較し

て９千４百万円減少し、８億３千４百万円となりました。 

 当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前当期純利益 10 億４百万円、減価償却費８億９千７百万円、減損損失２億２千万円等により、

仕入債務の減少額４億５千６百万円、法人税等の支払額４億５千１百万円があったものの８億５千万円と

なりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得による支出 13 億８千７百万円、敷金保証金の回収による収入４億５千４百万円等に

より８億６千５百万円の支出になりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の減少額４億６千万円、長期借入金の返済による支出 24 億３千２百万円、長期借入金の借入れ

による収入 29 億円、社債発行による収入２億９千３百万円等により７千７百万円の支出になりました。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

自己資本比率 35.0 35.7 35.3 39.2 39.6 

時価ベースの自己資本比率 32.8 32.1 29.2 29.0 18.0 

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 
7.0 7.2 4.5 6.3 10.4 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
9.7 11.0 15.7 8.3 7.6 
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3.        17ページ「４.連結財務諸表」
　（4）連結キャッシュ・フロー計算書
（訂正前）

(単位：千円）
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日
    至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日

    至 平成21年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 825,546 1,004,197
　減価償却費 938,803 897,104
　減損損失 345,591 220,697
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,616 5,468
　賞与引当金の増減額（△は減少） △7,116 △ 30,570
　ポイント引当金の増減額（△は減少） 104,140 4,974
　退職給付引当金の増減額（△は減少） △186,304 △ 125,541
　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,836 △ 115,670
　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △379 △ 1,888
　受取利息及び受取配当金 △44,388 △ 20,250
　支払利息 153,644 146,883
　為替差損益（△は益） 340 2,249
　事故補償金 - 31,000
　売上債権の増減額（△は増加） △32,824 △ 21,328
　たな卸資産の増減額（△は増加） 186,842 85,843
　仕入債務の増減額（△は減少） △321,901 △456,790
　未払消費税等の増減額（△は減少） 74,373 △ 98,168
　その他 △48,449 △147,781
　小計 1,990,137 1,380,429
　利息及び配当金の受取額 44,760 20,250
　利息の支払額 △157,129 △144,977
　法人税等の支払額 △397,970 △451,975
　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,479,798 803,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の払戻による収入 660,000 -
　有形固定資産等の取得による支出 △1,032,871 △1,387,177
　有形固定資産等の売却による収入 209,890 102,070
　有形固定資産等の除却による支出 △9,043 -
　貸付金の回収による収入 461,099 11,756
　差入敷金・保証金及び出店仮勘定の支出 △173,822 △19,609
　差入敷金・保証金の回収による収入 646,563 454,189
　連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に △73,619 -
　その他 16,303 △26,619
　投資活動によるキャッシュ・フロー 704,500 △865,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の増減額（△は減少） △1,918,000 △460,000
　長期借入れによる収入 2,391,061 2,900,000
　長期借入金の返済による支出 △2,415,633 △2,432,067
　社債発行による収入 490,710 293,359
　社債の償還による支出 △720,000 △30,000
　自己株式取得による支出 △ 171,609 △148,840
　配当金の支払額 △154,787 △153,283
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,498,259 △30,832
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 340 △2,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △314,300 △94,744
現金及び現金同等物の期首残高 1,243,737 929,436
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 929,436 ※1 834,692
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（訂正後）
(単位：千円）

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日

    至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日

    至 平成21年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 825,546 1,004,197
　減価償却費 938,803 897,104
　減損損失 345,591 220,697
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,616 5,468
　賞与引当金の増減額（△は減少） △7,116 △ 30,570
　ポイント引当金の増減額（△は減少） 104,140 4,974
　退職給付引当金の増減額（△は減少） △186,304 △ 125,541
　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,836 △ 115,670
　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △379 △ 1,888
　受取利息及び受取配当金 △44,388 △ 20,250
　支払利息 153,644 146,883
　為替差損益（△は益） 340 2,249
　事故補償金 - 31,000
　売上債権の増減額（△は増加） △32,824 △ 21,328
　たな卸資産の増減額（△は増加） 186,842 85,843
　仕入債務の増減額（△は減少） △321,901 △456,790
　未払消費税等の増減額（△は減少） 74,373 △ 98,168
　その他 △48,449 △101,274
　小計 1,990,137 1,426,936
　利息及び配当金の受取額 44,760 20,250
　利息の支払額 △157,129 △144,977
　法人税等の支払額 △397,970 △451,975
　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,479,798 850,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の払戻による収入 660,000 -
　有形固定資産等の取得による支出 △1,032,871 △1,387,177
　有形固定資産等の売却による収入 209,890 102,070
　有形固定資産等の除却による支出 △9,043 -
　貸付金の回収による収入 461,099 11,756
　差入敷金・保証金及び出店仮勘定の支出 △173,822 △19,609
　差入敷金・保証金の回収による収入 646,563 454,189
　連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に △73,619 -
　その他 16,303 △26,619
　投資活動によるキャッシュ・フロー 704,500 △865,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の増減額（△は減少） △1,918,000 △460,000
　長期借入れによる収入 2,391,061 2,900,000
　長期借入金の返済による支出 △2,415,633 △2,432,067
　社債発行による収入 490,710 293,359
　社債の償還による支出 △720,000 △30,000
　リース債務の返済による支出 - △46,507
　自己株式取得による支出 △ 171,609 △148,840
　配当金の支払額 △154,787 △153,283
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,498,259 △77,339
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 340 △2,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △314,300 △94,744
現金及び現金同等物の期首残高 1,243,737 929,436
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 929,436 ※1 834,692
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4.        51ページ「５.個別財務諸表」
　（2）損益計算書
（訂正前）

(単位：千円）
前事業年度

（自 平成19年４月１日
    至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日

    至 平成21年３月31日）
売上高 41,848,566 41,360,379
売上原価
　期首商品たな卸高 4,844,286 4,578,188
　当期商品仕入高 32,627,982 32,601,339
　合計 37,472,269 37,179,528
　他勘定振替高 ※４ 130,149 ※４ -
　期末商品たな卸高 ※３ 4,577,523 ※３ 4,491,232
　売上原価合計 32,764,595 32,688,295
売上総利益 9,083,970 8,672,083
販売費及び一般管理費
　広告宣伝費 733,885 640,694
　給料手当 2,420,313 2,264,374
　賞与 254,218 246,845
　賞与引当金繰入額 79,707 61,369
　退職給付引当金繰入額 3,107 △11,812
　役員退職慰労引当金繰入額 13,250 21,510
　法定福利費 290,358 233,311
　水道光熱費 569,394 596,446
　不動産賃借料 1,076,254 981,259
　機器賃借料 328,891 280,617
　減価償却費 524,577 515,879
　その他 1,814,114 1,909,364
販売費及び一般管理費合計 8,108,071 7,739,859
営業利益 975,899 932,223
営業外収益
　受取利息 ※２ 98,082 ※２ 75,459
　受取配当金 ※２ 55,514 ※２ 55,355
　受取家賃 186,289 177,043
　受取手数料 47,360 40,526
　仕入割引 10,805 7,445
　その他 92,173 115,538
　営業外収益合計 490,225 471,369
営業外費用
　支払利息 139,205 125,821
　社債利息 6,263 9,525
　不動産賃貸費用 63,045 50,368
　その他 85,660 101,514
　営業外費用合計 294,175 287,230
経常利益 1,171,949 1,116,362
特別損失
　減損損失 ※１ 327,756 ※１ 105,879
　ポイント引当金繰入額 42,111 -
　たな卸資産評価損 130,149 -
　債権放棄損 194,848 -
　特別損失合計 694,866 105,879
税引前当期純利益 477,082 1,010,482
法人税、住民税及び事業税 336,555 215,385
法人税等調整額 △139,081 205,637
法人税等合計 197,474 421,022
当期純利益 279,607 589,460
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（訂正後）
(単位：千円）

前事業年度
（自 平成19年４月１日

    至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日

    至 平成21年３月31日）
売上高 41,848,566 41,360,379
売上原価
　期首商品たな卸高 4,844,286 4,577,523
　当期商品仕入高 32,627,982 32,601,339
　合計 37,472,269 37,178,863
　他勘定振替高 ※４ 130,149 ※４ 27,926
　期末商品たな卸高 ※３ 4,577,523 ※３ 4,462,641
　売上原価合計 32,764,595 32,688,295
売上総利益 9,083,970 8,672,083
販売費及び一般管理費
　広告宣伝費 733,885 640,694
　給料手当 2,420,313 2,264,374
　賞与 254,218 246,845
　賞与引当金繰入額 79,707 61,369
　退職給付引当金繰入額 3,107 △11,812
　役員退職慰労引当金繰入額 13,250 21,510
　法定福利費 290,358 233,311
　水道光熱費 569,394 596,446
　不動産賃借料 1,076,254 981,259
　機器賃借料 328,891 280,617
　減価償却費 524,577 515,879
　その他 1,814,114 1,909,364
販売費及び一般管理費合計 8,108,071 7,739,859
営業利益 975,899 932,223
営業外収益
　受取利息 ※２ 98,082 ※２ 75,459
　受取配当金 ※２ 55,514 ※２ 55,355
　受取家賃 186,289 177,043
　受取手数料 47,360 40,526
　仕入割引 10,805 7,445
　その他 92,173 115,538
　営業外収益合計 490,225 471,369
営業外費用
　支払利息 139,205 125,821
　社債利息 6,263 9,525
　不動産賃貸費用 63,045 50,368
　その他 85,660 101,514
　営業外費用合計 294,175 287,230
経常利益 1,171,949 1,116,362
特別損失
　減損損失 ※１ 327,756 ※１ 105,879
　ポイント引当金繰入額 42,111 -
　たな卸資産評価損 130,149 -
　債権放棄損 194,848 -
　特別損失合計 694,866 105,879
税引前当期純利益 477,082 1,010,482
法人税、住民税及び事業税 336,555 215,385
法人税等調整額 △139,081 205,637
法人税等合計 197,474 421,022
当期純利益 279,607 589,460
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5. 63 ページ「（7）個別財務諸表に関する注記事項」 

 （損益計算書関係） 

（訂正前） 

前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日） 

・・・・・（省略）・・・・ ・・・・・（省略）・・・・ 

※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりです。 

     たな卸資産評価損   130,149 千円 

※４  

（訂正後） 

前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日） 

・・・・・（省略）・・・・ ・・・・・（省略）・・・・ 

※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりです。 

     たな卸資産評価損   130,149 千円 

※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりです。 

   店舗譲渡に伴う振替  27,926 千円 

 

以上 
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