
平成21年６月11日 
各位 

     
  

(訂正・数値データ訂正あり)「平成21年３月期 決算短信(非連結)」の一部訂正について 

  

平成21年５月15日に公表いたしました「平成21年３月期 決算短信(非連結)」について、一部訂正があり
ましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には＿を付して表示しております。 

記 

1. 21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

 
  

 

   

 

 
  

 

 
  

 

   

 

 
  

会 社 名 株式会社 フレンドリー

代表者名 代表取締役 重 里 育 孝
コード番号 ８２０９
問合せ先 専務取締役 吉 村 哲 行
電話番号 072-874-2747

訂正箇所
【１ページ】

【訂正前】
(1) 経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 14,470 △10.3 △273 ─ △260 ─ △1,095 ─

20年3月期 16,130 △1.6 △165 ─ △148 ─ △204 ─

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △74 90 ─ △15.9 △2.5 △1.9

20年3月期 △13 98 ─ △2.5 △1.3 △1.0

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 ─百万円 20年3月期 ─百万円

(3) 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

21年3月期 122 △120 59 2,882

20年3月期 339 △456 80 2,820

【訂正後】
(1) 経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 14,470 △10.3 △273 ─ △260 ─ △1,095 ─

20年3月期 16,130 △1.6 △165 ─ △148 ─ △204 ─

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △74 90 ─ △14.7 △2.5 △1.9

20年3月期 △13 98 ─ △2.5 △1.3 △1.0

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 ─百万円 20年3月期 ─百万円

(3) 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

21年3月期 57 △47 51 2,882

20年3月期 339 △456 80 2,820
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【５ページ】 

 
①資産、負債及び純資産の状況 
  資産は、前期末比1,021百万円減少して10,513百万円となりました。主な要因は、減損損失処理・減
価償却等による建物・器具備品等有形固定資産の減少638百万円、繰延税金資産の取崩し57百万円、貸
倒引当金の繰入69百万円、投資有価証券の評価減55百万円等であります。  
  負債は、前期末比107百万円増加して3,605百万円となりました。主な要因は、未払金の増加103百万
円等によるものです。  
  純資産は、前期末比1,128百万円減少して6,908百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の減少
1,095百万円、その他有価証券評価差額金の減少32百万円等であります。 
 その結果、当期末の自己資本比率は、前期末比4ポイント低下して65.7%となりました。 
②キャッシュ・フローの状況 
  当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比61百万円増加して2,882百万円となりまし
た。その要因は、営業活動により122百万円、財務活動により59百万円増加しましたが、投資活動によ
り120百万円使用されたことであります。  
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期比216百万円減少して122百万円となりまし
た。主な要因は、減価償却費344百万円、減損損失600百万円、未払金の増加103百万円、税引前当期純
損失1,000百万円等であります。  
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
 投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、前期比336百万円減少して120百万円となりまし
た。主な要因は、店舗設備など有形固定資産の取得による支出270百万円、差入保証金の回収による収
入154百万円等であります。  
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
 財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期比21百万円減少して59百万円となりました。
主な要因は、長期借入による調達500百万円、借入金の返済440百万円等であります。  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

(2) 財政状態に関する分析
【訂正前】
（財政状況） （単位：百万円）

前期 当期 増減

資産 11,534 10,513 △1,021

負債 3,497 3,605 107

純資産 8,037 6,908 △1,128

自己資本比率 69.7% 65.7% △4.0P

1株当たり純資産 549.49円 472.38円 △77.11円

（キャッシュ・フローの状況） （単位：百万円）

前期 当期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 339 122 △216

投資活動によるキャッシュ・フロー △456 △120 336

財務活動によるキャッシュ・フロー 80 59 △21

現金及び現金同等物の増減額 △36 61 98

現金及び現金同等物の期首残高 2,857 2,820 △36

現金及び現金同等物の期末残高 2,820 2,882 61

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 自己資本／総資産 73.7% 70.0% 69.7% 65.7%

時価ベースの自己資本比率
株式時価総額／総
資産

62.3% 63.0% 55.4% 43.5%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

有利子負債／営業キャ

ッシュ・フロー
2.2年 4.3年 6.0年 17.0年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

営業キャッシュ・
フロー／利払い

37.8倍 23.7倍 14.2倍 4.4倍
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①資産、負債及び純資産の状況 
  資産は、前期末比1,021百万円減少して10,513百万円となりました。主な要因は、減損損失処理・減
価償却等による建物・器具備品等有形固定資産の減少638百万円、繰延税金資産の取崩し57百万円、貸
倒引当金の繰入69百万円、投資有価証券の評価減55百万円等であります。  
  負債は、前期末比107百万円増加して3,605百万円となりました。主な要因は、未払金の増加103百万
円等によるものです。  
  純資産は、前期末比1,128百万円減少して6,908百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の減少
1,095百万円、その他有価証券評価差額金の減少32百万円等であります。 
 その結果、当期末の自己資本比率は、前期末比4ポイント低下して65.7%となりました。 
②キャッシュ・フローの状況 
  当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比61百万円増加して2,882百万円となりまし
た。その要因は、営業活動により57百万円、財務活動により51百万円増加しましたが、投資活動により
47百万円使用されたことであります。  
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期比282百万円減少して57百万円となりまし
た。主な要因は、減価償却費344百万円、減損損失600百万円、未払金の増加103百万円、税引前当期純
損失1,000百万円等であります。  
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
 投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、前期比409百万円減少して47百万円となりまし
た。主な要因は、店舗設備など有形固定資産の取得による支出197百万円、差入保証金の回収による収
入154百万円等であります。  
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
 財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期比29百万円減少して51百万円となりました。
主な要因は、長期借入による調達500百万円、借入金の返済440百万円等であります。  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

  

【訂正後】
（財政状況） （単位：百万円）

前期 当期 増減

資産 11,534 10,513 △1,021

負債 3,497 3,605 107

純資産 8,037 6,908 △1,128

自己資本比率 69.7% 65.7% △4.0P

1株当たり純資産 549.49円 472.38円 △77.11円

（キャッシュ・フローの状況） （単位：百万円）

前期 当期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 339 57 △282

投資活動によるキャッシュ・フロー △456 △47 409

財務活動によるキャッシュ・フロー 80 51 △29

現金及び現金同等物の増減額 △36 61 98

現金及び現金同等物の期首残高 2,857 2,820 △36

現金及び現金同等物の期末残高 2,820 2,882 61

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 自己資本／総資産 73.7% 70.0% 69.7% 65.7%

時価ベースの自己資本比率
株式時価総額／総
資産

62.3% 63.0% 55.4% 43.5%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

有利子負債／営業キャ

ッシュ・フロー
2.2年 4.3年 6.0年 37.6年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

営業キャッシュ・
フロー／利払い

37.8倍 23.7倍 14.2倍 2.1倍
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【19ページ】
　(4)【キャッシュ・フロー計算書】

【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）

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純損失（△） △ 149,744 △ 1,000,787

　減価償却費 461,970 344,701

　減損損失 205,921 600,270

　店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △ 86,491 △ 4,680

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 80 68,920

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 153,156 -

　受取利息及び受取配当金 △ 14,737 △ 13,613

　支払利息 23,945 27,896

　有形固定資産除売却損益（△は益） △ 78,375 52,710

　その他の損益（△は益） △ 22,555 △ 14,065

　売上債権の増減額（△は増加） △ 11,047 △ 9,487

　たな卸資産の増減額（△は増加） 14,894 16,431

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 26,115 △ 82,523

　未払消費税等の増減額（△は減少） △ 38,132 △ 10,858

　その他の資産の増減額（△は増加） 215,141 88,913

　その他の負債の増減額（△は減少） 81,056 136,001

　小計 422,493 199,829

　利息及び配当金の受取額 7,290 7,109

　その他の収入 184,092 184,570

　利息の支払額 △ 24,977 △ 27,521

　その他の支出 △ 212,578 △ 204,867

　法人税等の支払額 △ 37,494 △ 37,247

　法人税等の還付額 1,044 1,023

　営業活動によるキャッシュ・フロー 339,870 122,896

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 △ 609,909 △ 270,925

　有形固定資産の売却による収入 110,350 1,238

　貸付金の回収による収入 1,575 1,655

　差入保証金の差入による支出 △ 42,410 △ 5,000

　差入保証金の回収による収入 52,538 154,082

　その他の支出 △ 8,200 △ 1,779

　その他の収入 39,067 158

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 456,988 △ 120,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入れによる収入 600,000 500,000

　長期借入金の返済による支出 △ 445,000 △ 440,000

　自己株式の取得による支出 △ 1,058 △ 675

　配当金の支払額 △ 73,390 △ 153

　財務活動によるキャッシュ・フロー 80,551 59,171

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 36,567 61,498

現金及び現金同等物の期首残高 2,857,511 2,820,944

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,820,944 ※1 2,882,443
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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）

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純損失（△） △ 149,744 △ 1,000,787

　減価償却費 461,970 344,701

　減損損失 205,921 600,270

　店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △ 86,491 △ 4,680

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 80 68,920

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 153,156 -

　受取利息及び受取配当金 △ 14,737 △ 13,613

　支払利息 23,945 27,896

　有形固定資産除売却損益（△は益） △ 78,375 52,710

　その他の損益（△は益） △ 22,555 △ 14,065

　売上債権の増減額（△は増加） △ 11,047 △ 9,487

　たな卸資産の増減額（△は増加） 14,894 16,431

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 26,115 △ 82,523

　未払消費税等の増減額（△は減少） △ 38,132 △ 6,823

　その他の資産の増減額（△は増加） 215,141 88,913

　その他の負債の増減額（△は減少） 81,056 66,445

　小計 422,493 134,307

　利息及び配当金の受取額 7,290 7,109

　その他の収入 184,092 184,570

　利息の支払額 △ 24,977 △ 27,521

　その他の支出 △ 212,578 △ 204,867

　法人税等の支払額 △ 37,494 △ 37,247

　法人税等の還付額 1,044 1,023

　営業活動によるキャッシュ・フロー 339,870 57,374

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 △ 609,909 △ 197,627

　有形固定資産の売却による収入 110,350 1,238

　貸付金の回収による収入 1,575 1,655

　差入保証金の差入による支出 △ 42,410 △ 5,000

　差入保証金の回収による収入 52,538 154,082

　その他の支出 △ 8,200 △ 1,779

　その他の収入 39,067 158

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 456,988 △ 47,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入れによる収入 600,000 500,000

　長期借入金の返済による支出 △ 445,000 △ 440,000

　自己株式の取得による支出 △ 1,058 △ 675

　その他の支出 - △ 7,776

　配当金の支払額 △ 73,390 △ 153

　財務活動によるキャッシュ・フロー 80,551 51,395

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 36,567 61,498

現金及び現金同等物の期首残高 2,857,511 2,820,944

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,820,944 ※1 2,882,443
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