
 

             

 

 

平成２１年５月２８日 

各   位 

                                                                 会 社 名    株 式 会 社  さ い か 屋 

  代 表 者  代表取締役社長   岡本 康英 

  （コード番号 ８２５４ 東証第２部） 

問 合 せ 先  本社経理部長   木村  信 

（TEL. ０４４－２１１－３１５７） 

 

 

（訂正）｢平成 21 年 2 月期 決算短信｣の一部訂正について 

 

 平成 21年 4月 20日付で発表いたしました｢平成 21年 2月期 決算短信｣の記載内容について一部誤りがあ

りましたので、下記の通り訂正いたします。 

 

記 

 

｢訂正箇所｣ （訂正箇所は下線で表示しております） 

 

（１）[注記事項] 

１．連結貸借対照表関係（24 ページ） 

【訂正前】                   【訂正後】 

当連結会計年度 

（平成 21 年 2 月 28 日） 

 

 

当連結会計年度 

（平成 21 年 2 月 28 日） 

※２ 同左 

 

 

※３ 担保資産 

  下記の資産は、銀行借入金及び社債に対し担保に

供しております。 

   定期預金            66,400千円

   建物及び設備         8,924,718千円

   土地            10,081,587千円

   投資有価証券         1,109,098千円

   差入保証金            800,000千円

記 

   短期借入金          8,304,077千円 

     長期借入金           8,851,337 千円

   社債               800,000千円 

 ※２ 非連結子会社の株式16,049千円が含まれており

ます。 

 

※３ 担保資産 

  下記の資産は、銀行借入金及び社債に対し担保に供

しております。 

   定期預金             66,400千円

   建物及び設備          8,924,718千円

   土地             10,081,587千円

   投資有価証券          1,109,098千円

   差入保証金           1,445,343千円

記 

短期借入金               8,171,271千円

      長期借入金             8,851,337 千円

    社債               2,930,000千円

 

 

 

 

 



２．連結損益計算書関係（24 ページ） 

 【訂正前】                    【訂正後】 

当連結会計年度 

（平成 21 年 2 月 28 日） 

 

 

当連結会計年度 

（平成 21 年 2 月 28 日） 

※３ 減損損失 

  当社グループは、収益性が著しく低下した資産グ

ループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少

額を次のとおり特別損失に計上しております。 

場所 用途 種類 金額（千円）

神奈川県 店舗 建物及び設備 527,675

同上 賃貸 土地 155,727 

同上 同上 建物及び設備 33,024

同上 その他 建物及び設備 21,683 

 

 ※３ 減損損失 

  当社グループは、収益性が著しく低下した資産グル

ープの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を

次のとおり特別損失に計上しております。 

場所 用途 種類 金額（千円）

神奈川県 店舗 建物及び設備 527,675

同上 賃貸 土地 140,857 

同上 同上 建物及び設備 33,024

同上 その他 建物及び設備 36,554 

 

   

３．連結株主資本等変動計算書関係（26 ページ） 

 【訂正前】 

 当連結会計年度（自 平成 20 年３月 1日 至 平成 21 年２月 28 日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末  

株式数（株） 

当 連 結 会 計 年 度

増加株式数（株） 

当 連 結 会 計 年 度  

減少株式数（株） 

当連結会計 年度末  

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式 29,056,002 3,230,000 ― 32,286,002

合計 29,056,002 3,230,000 ― 32,286,002

自己株式     

 普通株式 87,498 23,782 ― 111,280

合計 87,498 23,782 ― 111,280

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 23,782 株の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自 平成 20 年３月 1日 至 平成 21 年２月 28 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末  

株式数（株） 

当 連 結 会 計 年 度  

増加株式数（株） 

当 連 結 会 計 年 度  

減少株式数（株） 

当連結会計 年度末  

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式 29,056,002 3,230,000 ― 32,286,002

合計 29,056,002 3,230,000 ― 32,286,002

自己株式     

 普通株式 87,498 23,782 ― 111,280

合計 87,498 23,782 ― 111,280

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加 23,782 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

   2.普通株式の株式数の増加 3,230,000 株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

 

 

 

 

 



（２）税効果会計関係（27 ページ） 

【訂正前】                     【訂正後】 

当連結会計年度 

（平成 21 年 2 月 28 日） 

 

 

当連結会計年度 

（平成 21 年 2 月 28 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 

① 流動の部 

                    （千円）

（繰延税金資産） 

 未払事業所税              27,382

 賞与引当金繰入限度超過額        26,495

 ポイント券残高             32,775

 商品券回収損引当金           214,545

 早期退職制度費用            243,242

  その他                 42,710

 繰延税金資産合計            587,152

 評価性引当金             △175,177

  繰延税金資産合計            411,974

② 固定の部 

（千円）

（繰延税金資産） 

固定資産等の未実現利益         78,699

退職給付引当金繰入超過額        519,596

役員退職慰労引当金            1,138

長期未払金税務否認額          156,111

減損損失                703,827

税務上の繰越欠損金           757,731

土地評価損               278,481

その他                 58,293

繰延税金資産合計           2,553,879

評価性引当金            △2,098,089

繰延税金資産合計            455,790

 （繰延税金負債） 

 固定資産圧縮積立金           298,616

 繰延税金負債合計            298,616

 繰延税金資産の純額           157,174

 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 

① 流動の部 

                    （千円） 

（繰延税金資産） 

 未払事業所税              27,382 

 賞与引当金繰入限度超過額        27,261 

 ポイント券残高             32,775 

 商品券回収損引当金           214,545 

 早期退職制度費用            245,766 

  その他                 44,342 

 繰延税金資産合計            592,073 

 評価性引当金             △180,098 

  繰延税金資産合計            411,974 

② 固定の部 

（千円）

（繰延税金資産） 

固定資産等の未実現利益         78,699 

退職給付引当金繰入超過額        524,932 

役員退職慰労引当金            1,138 

長期未払金税務否認額          156,111 

減損損失                772,078 

税務上の繰越欠損金           719,180 

土地評価損               278,481 

その他                 58,603 

繰延税金資産合計           2,589,226 

評価性引当金            △2,133,436 

繰延税金資産合計            455,790 

  （繰延税金負債） 

 固定資産圧縮積立金           298,616 

 繰延税金負債合計            298,616 

繰延税金資産の純額           157,174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）セグメント情報 

（イ） 事業の種類別セグメント情報（29 ページ） 

【訂正前】 

 当連結会計年度 

（自 平成 20 年 3月 1日 至 平成 21 年 2月 28 日） 

 
百貨店業 

（千円） 

金融業 

（千円） 

その他の 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去 

又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

      

67,191,399 59,907 1,574,938 68,826,245 ― 68,826,245

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高       

（１）外部顧客に  

対する売上高    

（２）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
61,969 418,591 1,132,533 1,613,093 （1,613,093） ―

計 67,253,368 478,499 2,707,472 70,439,339 （1,613,093） 68,826,245

営業費用 67,007,657 455,534 2,610,908 70,074,101 （1,606,476） 68,467,624

営業利益 245,711 22,964 96,563 365,238 （6,617） 358,621

Ⅱ資産、減価償却費及び資

本的支出 

資産 44,712,713 1,173,872 1,188,452 47,075,038 598,767 47,673,806

減価償却費 1,598,671 38 25,107 1,623,786 8,961 1,632,748 

減損損失 716,427 ― 36,554 752,982 ― 752,982 

資本的支出 1,190,204 ― 1,358 1,191,562 594 1,192,156

 

【訂正後】 

 当連結会計年度 

（自 平成 20 年 3月 1日 至 平成 21 年 2月 28 日） 

 
百貨店業 

（千円） 

金融業 

（千円） 

その他の 

事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去 

又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

      

67,191,399 59,907 1,574,938 68,826,245 ― 68,826,245

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高     

（１）外部顧客に 

     対する売上高    

（２）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
61,969 418,591 1,132,533 1,613,093 （1,613,093） ―

計 67,253,368 478,499 2,707,472 70,439,339 （1,613,093） 68,826,245

営業費用 67,007,657 455,534 2,610,908 70,074,101 （1,606,476） 68,467,624

営業利益 245,711 22,964 96,563 365,238 （6,617） 358,621

Ⅱ資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 

資産 44,712,713 1,173,872 1,188,452 47,075,038 598,767 47,673,806

減価償却費 1,769,317 38 25,107 1,794,463 8,770 1,803,233 

減損損失 701,557 ― 36,554 738,111 ― 738,111 

資本的支出 1,190,204 ― 1,358 1,191,562 594 1,192,156

 



（４）注記事項 

１．貸借対照表関係（43ページ） 

【訂正前】                   【訂正後】 

当事業年度 

（平成 21 年 2 月 28 日） 

 

 

当事業年度 

（平成 21 年 2 月 28 日） 

※２ 次のものは下記の担保に供しております。 

   定期預金            66,400千円

   建物設備           8,924,718千円

   土地            10,081,587千円

   投資有価証券         1,109,098千円

   差入保証金            800,000千円

（記） 

   短期借入金          3,791,711千円 

   1 年以内に期限の到来する 

長期借入金            4,512,366 千円

長期借入金          8,851,337 千円

   社債               800,000千円

 ※２ 次のものは下記の担保に供しております。 

   定期預金             66,400千円

   建物設備            8,924,718千円

   土地             10,081,587千円

   投資有価証券          1,109,098千円

   差入保証金           1,445,343千円

（記） 

短期借入金               3,658,905千円

      1 年以内に期限の到来する 

   長期借入金           4,512,366 千円

 長期借入金            8,851,337 千円

     社債                    2,930,000千円

 


