
 
平成２１年７月９日 

各      位 
会 社 名  株式会社ジュンテンドー 
代表者名  代表取締役社長 飯塚 正 

（コード番号 9835 東証第二部） 

問合せ先  専務取締役管理本部長 
神原 徳行 

（TEL：0856-24-2400） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成２２年２月期第 1 四半期 決算短信」の一部訂正について 
 

平成２１年６月３０日に公表しました、「平成２２年２月期第 1 四半期 決算短信」の記載内容に

ついて、法人税等の税額計算において一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。 
なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 
 

1）訂正箇所：「平成２２年２月期第 1 四半期 決算短信」１ページ 
1. 平成 22 年 2 月期第 1四半期の連結業績（平成 21 年 3 月 1日～平成 21 年 5 月 31 日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
 
＜訂正前＞  

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22 年 2 月期第 1 四半期 12,772 ― 388 ― 333 ― 169 ― 
21 年 2 月期第 1 四半期 12,151 2.7 352 63.0 334 63.2 184 80.6 

 

 １株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期純利益 
  

円 銭 円 銭

22 年 2 月期第 1 四半期 8 38 ―   
21 年 2 月期第 1 四半期 9 13 ―   

 
＜訂正後＞  

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22 年 2 月期第 1 四半期 12,772 ― 388 ― 333 ― 142 ― 
21 年 2 月期第 1 四半期 12,151 2.7 352 63.0 334 63.2 184 80.6 

 

 １株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期純利益 
  

円 銭 円 銭

22 年 2 月期第 1 四半期 7 04 ―   
21 年 2 月期第 1 四半期 9 13 ―   
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 (2) 連結財政状態  
 
＜訂正前＞  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

22 年 2 月期第 1 四半期 34,516 11,457 33.2 566 99
21 年 2 月期 32,406 11,316 34.9 559 95 
(参考) 自己資本 22 年 2 月期第 1 四半期 11,457 百万円 21 年 2 月期 11,316 百万円

 
＜訂正後＞  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

22 年 2 月期第 1 四半期 34,516 11,429 33.1 565 64
21 年 2 月期 32,406 11,316 34.9 559 95 
(参考) 自己資本 22 年 2 月期第 1 四半期 11,429 百万円 21 年 2 月期 11,316 百万円

 
2）同 3 ページ 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 
 
＜訂正前＞ 
（省略） 
第１四半期純利益につきましては、棚卸資産の評価方法の変更などにより、１億６千９百万円

で前年同期比１千５百万円（8.2％）の減少となりました。 
 
＜訂正後＞ 
（省略） 
第１四半期純利益につきましては、棚卸資産の評価方法の変更などにより、１億４千２百万円

で前年同期比４千２百万円（23.0％）の減少となりました。 
 
3）同 3 ページ 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 
 
＜訂正前＞ 
（省略） 
当連結第１四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較し、総資産が 21 億１千万円、負

債が 19 億６千９百万円、純資産が１億４千万円それぞれ増加しました。 
 総資産は、期末日満期手形の翌月繰越による手元決済資金保有のため現金及び預金が 10 億

２千万円増加したほか、たな卸資産８億４千４百万円の季節的な増加などから 21 億１千万円

増加しました。 
 負債は、長短借入金の８千２百万円増加と、仕入債務の季節的な増加 16 億３千８百万円な

どから 19 億６千９百万円の増加となりました。 
 純資産は、四半期純利益１億６千９百万円、その他有価証券評価差額金１千１百万円の増加

と、剰余金の配当 40 千万円の減少などから１億４千万円増加しました。 
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＜訂正後＞ 
（省略） 
当連結第１四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較し、総資産が 21 億１千万円、負

債が 19 億９千７百万円、純資産が１億１千２百万円それぞれ増加しました。 
 総資産は、期末日満期手形の翌月繰越による手元決済資金保有のため現金及び預金が 10 億

２千万円増加したほか、たな卸資産８億４千４百万円の季節的な増加などから 21 億１千万円

増加しました。 
 負債は、長短借入金の８千２百万円増加と、仕入債務の季節的な増加 16 億３千８百万円な

どから 19 億９千７百万円の増加となりました。 
 純資産は、四半期純利益１億４千２百万円、その他有価証券評価差額金１千１百万円の増加

と、剰余金の配当４千万円の減少などから１億１千２百万円増加しました。 
 

4）同 5 ページ 
5.四半期連結財務諸表 

 (1)四半期連結貸借対照表 
 
＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

  

 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成 21 年５月 31 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 21 年２月 28 日) 

 流動負債 

  （省略） 

  未払法人税等 77,697 216,640

  （省略） 

  流動負債合計 14,177,667 11,549,830

  （省略） 

 負債合計 23,059,746 21,089,764

 
＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

  

 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成 21 年５月 31 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 21 年２月 28 日) 

 流動負債 

  （省略） 

  未払法人税等 104,904 216,640

  （省略） 

  流動負債合計 14,204,875 11,549,830

  （省略） 

 負債合計 23,086,953 21,089,764

 
5）同 6 ページ 
5.四半期連結財務諸表 

 (1)四半期連結貸借対照表 
 
 
 
 

‐ 3 ‐



＜訂正前＞ 
(単位：千円) 

  

 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成 21 年５月 31 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 21 年２月 28 日) 

  利益剰余金 3,323,856 3,194,827

  （省略） 

  株主資本合計 11,437,537 11,308,930

   （省略） 

 純資産合計 11,457,094 11,316,929

負債純資産合計 34,516,840 32,406,694

 
＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

  

 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成 21 年５月 31 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 21 年２月 28 日) 

  利益剰余金 3,296,649 3,194,827

  （省略） 

   株主資本合計 11,410,330 11,308,930

  （省略） 

 純資産合計 11,429,886 11,316,929

負債純資産合計 34,516,840 32,406,694

 

6）同 7 ページ 
5.四半期連結財務諸表 

 (2)四半期連結損益計算書 

  第１四半期連結累計期間 

 
＜訂正前＞ 

                    (単位：千円) 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 21 年５月 31 日) 

法人税、住民税及び事業税 70,942

法人税等調整額 △7,496

法人税等合計 63,445

四半期純利益 169,450

 

 
＜訂正後＞ 

                    (単位：千円) 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年３月１日 

 至 平成 21 年５月 31 日) 

法人税、住民税及び事業税 98,149

法人税等調整額 △7,496

法人税等合計 90,652

四半期純利益 142,243

 

 

以 上 
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平成22年2月期 第1四半期決算短信 

平成21年6月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ジュンテンドー 上場取引所 東 
コード番号 9835 URL http://www.juntendo.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 飯塚 正
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理本部長 （氏名） 神原 徳行 TEL 0856-24-2400
四半期報告書提出予定日 平成21年7月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第1四半期 12,772 ― 388 ― 333 ― 142 ―
21年2月期第1四半期 12,151 2.7 352 63.0 334 63.2 184 80.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第1四半期 7.04 ―
21年2月期第1四半期 9.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期第1四半期 34,516 11,429 33.1 565.64
21年2月期 32,406 11,316 34.9 559.95

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  11,429百万円 21年2月期  11,316百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

24,550 1.2 610 △19.1 500 △23.9 110 4.8 5.44

通期 47,840 1.7 700 10.6 460 18.6 10 △88.4 0.49
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績見通しは、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績は見通しと異なることがあります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 20,827,911株 21年2月期  20,827,911株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  621,066株 21年2月期  617,134株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 20,208,029株 21年2月期第1四半期 20,226,289株
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当連結第１四半期におけるわが国の経済は、世界的金融危機による企業業績の大幅な悪化により、雇

用情勢や所得環境による個人消費の低迷が続き、経営環境は依然として予断を許さない状況となってい

ます。 

 ホームセンター業界におきましても、引続き同業他社、異業種との企業間競争が厳しさを増しており

ます。 

 このような状況のもと、当社におきましては、園芸農業用品を中心に売上は好調に推移しました。園

芸農業用品は、重点施策として取組んでおります「農業立地型３００坪店」への改装効果が売上点数、

一品単価の伸びとして現れ、農業機械や自転車修理などのサービス強化や、ポイントカード会員の増強

と有効なポイント付与施策に努めました結果、来店客数や売上点数の増加に繋がりました。又、ペット

用品においても価格政策の強化などにより好調に推移しました。こうしたことから、当連結第１四半期

の売上は昨年実績を上回る好調な結果となりました。 

 店舗は、当連結第１四半期には、ホームセンター２店の開店と全面改装３店を実施し、１店を閉店い

たしました。 

 以上の結果、当連結第１四半期の営業収益は127億７千２百万円で前年同期比６億２千１百万円

（5.1％）増加しました。売上高は、123億１千１百万円で前年同期比６億３千万円（5.4％）の増加、

営業収入は４億６千万円で前年同期比９百万円（1.9％）減少しました。 

 損益面では、売上の増加により、営業利益は３億８千８百万円で前年同期比３千６百万円（10.3％）

の増加、経常利益は３億３千３百万円で前年同期比１百万円（0.2％）の減少となりました。 

 第１四半期純利益につきましては、棚卸資産の評価方法の変更などにより、１億４千２百万円で前年

同期比４千２百万円（23.0％）の減少となりました。 

  第２四半期以降におきましては、店舗の新設４店、増床１店、全面改装２店,農業立地型300坪店への

改装６店を予定しており、売上の増加と、収益の向上に努めてまいります。 

  

※定性的情報における前年同期比較に関する情報は、参考として記載しております。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結第１四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較し、総資産が21億１千万円、負債が19億

９千７百万円、純資産が１億１千２百万円それぞれ増加しました。 

 総資産は、期末日満期手形の翌月繰越による手元決済資金保有のため現金及び預金が10億２千万円増

加したほか、たな卸資産８億４千４百万円の季節的な増加などから21億１千万円増加しました。 

 負債は、長短借入金の８千２百万円増加と、仕入債務の季節的な増加16億３千８百万円などから19億

９千７百万円の増加となりました。 

 純資産は、四半期純利益１億４千２百万円、その他有価証券評価差額金１千１百万円の増加と、剰余

金の配当４千万円の減少などから１億１千２百万円増加しました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結第１四半期の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度より10億２千万

円増加し17億４千５百万円となりました。その主な要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前四半期純利益２億３千２百万円、仕入債務の増加16億３千８百万円をはじめ、減価償

却費２億１千５百万円等の非資金費用による資金の増加に対し、売上債権の増加６千１百万円、たな

卸資産の増加８億９千３百万円等による資金の減少により、10億８千３百万円の資金の増加となりま

した。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形・無形固定資産の取得１億２千５百万円等から、１億４百万円の支出となりました。 

支出の主な内容は、店舗の新規出店、増床及び改装等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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短期借入金９億２千万円の調達に対し、長期借入金の返済８億３千７百万円及び配当金の支払３千

８百万円等により、４千万円の資金の増加となりました。 

  

連結業績予想につきましては、当初見込みの通り推移していますので、平成21年４月10日決算短信にお

いて公表しました予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

①簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。    

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9

号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、原価法の処理基準を収益性の低下による簿価切下げの

方法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業総利益、営業利益、経常利益が２

千６百万円、税金等調整前四半期純利益が７千４百万円それぞれ減少しております。 

③「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月

30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計

期間から適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上

しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に１億１千６百万円計上

され、これによる損益に与える影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,748,932 728,686

受取手形及び売掛金 168,543 106,568

たな卸資産 11,800,504 10,956,231

その他 861,487 905,248

流動資産合計 14,579,468 12,696,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 21,248,255 21,345,613

減価償却累計額 △13,414,135 △13,503,240

建物及び構築物（純額） 7,834,119 7,842,372

土地 5,457,299 5,457,299

その他 2,521,786 2,213,016

減価償却累計額 △1,934,658 △1,891,778

その他（純額） 587,128 321,237

有形固定資産合計 13,878,547 13,620,910

無形固定資産 951,562 951,983

投資その他の資産 5,107,261 5,137,065

固定資産合計 19,937,372 19,709,959

資産合計 34,516,840 32,406,694

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,926,067 7,287,588

短期借入金 3,753,568 2,911,568

未払法人税等 104,904 216,640

引当金 331,000 219,792

その他 1,089,334 914,240

流動負債合計 14,204,875 11,549,830

固定負債   

長期借入金 6,448,302 7,208,194

引当金 1,674,783 1,641,518

その他 758,992 690,221

固定負債合計 8,882,078 9,539,934

負債合計 23,086,953 21,089,764
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,224,255 4,224,255

資本剰余金 3,999,241 3,999,241

利益剰余金 3,296,649 3,194,827

自己株式 △109,816 △109,394

株主資本合計 11,410,330 11,308,930

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,556 7,999

評価・換算差額等合計 19,556 7,999

純資産合計 11,429,886 11,316,929

負債純資産合計 34,516,840 32,406,697
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(2)四半期連結損益計算書 
第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 12,311,457

売上原価 8,947,942

売上総利益 3,363,514

営業収入 460,864

不動産賃貸収入 126,126

業務受託収入 334,738

営業総利益 3,824,379

販売費及び一般管理費 3,435,825

営業利益 388,553

営業外収益  

受取利息 6,050

受取手数料 2,894

その他 10,382

営業外収益合計 19,327

営業外費用  

支払利息 61,664

シンジケートローン手数料 1,260

その他 11,528

営業外費用合計 74,454

経常利益 333,426

特別利益  

固定資産売却益 3,120

収用補償金 429

その他 15

特別利益合計 3,565

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 55,235

商品評価損 48,860

特別損失合計 104,095

税金等調整前四半期純利益 232,895

法人税、住民税及び事業税 98,149

法人税等調整額 △7,496

法人税等合計 90,652

四半期純利益 142,243
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 232,895

減価償却費 215,327

賞与引当金の増減額（△は減少） 93,292

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,265

商品評価損 48,860

受取利息及び受取配当金 △6,338

支払利息 61,664

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △3,120

有形及び無形固定資産除却損 55,235

収用補償金 △429

売上債権の増減額（△は増加） △61,975

たな卸資産の増減額（△は増加） △893,134

仕入債務の増減額（△は減少） 1,638,478

その他 △51,537

小計 1,362,500

収用補償金の受取額 429

利息及び配当金の受取額 1,051

利息の支払額 △84,019

法人税等の支払額 △196,151

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,083,809

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △125,713

固定資産の売却による収入 4,037

投資有価証券の取得による支出 △13,391

貸付金の回収による収入 6,199

その他 24,818

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,049

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 920,000

長期借入金の返済による支出 △837,892

リース債務の返済による支出 △2,692

自己株式の取得による支出 △422

配当金の支払額 △38,508

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,020,246

現金及び現金同等物の期首残高 725,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,745,932
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