
                           

平成 21 年 7 月 10 日 

 

各  位 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 22 年 2 月第 1四半期決算短信（非連結）」の一部訂正について 

 

平成 21 年 6 月 24 日に開示いたしました「平成 22 年 2 月第 1 四半期決算短信（非連結）」

に、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、訂正箇所は   で

表示しております。また、訂正後の数値データもお送りします。 

記 

訂正箇所 

3 ページ 定性的情報・財務諸表等 2．財政状態に関する定性的情報(2)キャッシュ・フロー

の状況 

4 ページ 定性的情報・財務諸表等 4．その他(2）四半期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②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

5 ページ 5．四半期財務諸表(1)四半期貸借対照表 

8 ページ 5．四半期財務諸表(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

3 ページ 

（訂正前） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は 4 億 15 百万円（前年同四半期は 2 億 42 百万円）となり

ました。これは、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出 2 億 27 百万円

（前年同四半期は 1 億 70 百万円）、敷金及び保証金の差入による支出 1 億 93 百万円（前年

同四半期は 1億 61 百万円）など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） 

財務活動の結果、取得した資金は 3 億 60 百万円（前年同四半期は 1 億 3 百万円）となり

ました。収入は短期借入金の増加 1 億 50 百万円(前年同四半期は 1 億 50 百万円）、長期借

入れによる収入 4 億円(前年同四半期は 2 億円）、ストック・オプションの行使による収入

88 百万円（前年同四半期は 0 百万円）であり、一方、支出は長期借入金の返済 1 億 63 百万

円（前年同四半期は 1 億 52 百万円）、配当金の支払額 1 億 13 百万円（前年同四半期は 93

百万円）などであります。 

会 社 名 株式会社ハイデイ日高 

代表者の役職名 取締役社長  高橋 均 

(コード番号 7611・東証第一部) 

執 行 役 員   
問 合 せ 先 

経営企画部長 島 需一 

(TEL.048-644-8030) 
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（訂正後） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は 4 億 13 百万円（前年同四半期は 2 億 42 百万円）となり

ました。これは、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出 2 億 25 百万円

（前年同四半期は 1 億 70 百万円）、敷金及び保証金の差入による支出 1 億 93 百万円（前年

同四半期は 1億 61 百万円）など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） 

財務活動の結果、取得した資金は 3 億 58 百万円（前年同四半期は 1 億 3 百万円）となり

ました。収入は短期借入金の増加 1 億 50 百万円(前年同四半期は 1 億 50 百万円）、長期借

入れによる収入 4 億円(前年同四半期は 2 億円）、ストック・オプションの行使による収入

88 百万円（前年同四半期は 0 百万円）であり、一方、支出は長期借入金の返済 1 億 63 百万

円（前年同四半期は 1 億 52 百万円）、配当金の支払額 1 億 13 百万円（前年同四半期は 93

百万円）などであります。 

 

4 ページ 

（訂正前） 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成 18 年

７月５日）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準を主として個別法による原価法

から主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）に変更しております。 

この変更に伴う損益への影響はありません。 

（訂正後） 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成 18 年

７月５日）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準を主として月次総平均法による

原価法から主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

この変更に伴う損益への影響はありません。 
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,950,956 1,589,261

売上預け金 349,640 272,809

売掛金 12,339 6,733

店舗食材 97,751 95,288

原材料及び貯蔵品 19,152 14,343

その他 433,879 435,750

貸倒引当金 △401 △401

流動資産合計 2,863,318 2,413,784

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,198,381 5,920,301

減価償却累計額 △2,345,913 △2,259,703

建物（純額） 3,852,467 3,660,598

構築物 41,925 41,925

減価償却累計額 △24,510 △23,836

構築物（純額） 17,415 18,089

機械及び装置 129,317 128,078

減価償却累計額 △31,862 △25,579

機械及び装置（純額） 97,454 102,498

車両運搬具 3,076 3,076

減価償却累計額 △2,737 △2,706

車両運搬具（純額） 338 369

工具、器具及び備品 500,054 446,746

減価償却累計額 △271,865 △249,696

工具、器具及び備品（純額） 228,188 197,050

土地 1,766,524 1,766,524

リース資産 89,799 －

減価償却累計額   2,473 －

リース資産（純額） 87,325 －

建設仮勘定 43,916 12,818

有形固定資産合計 6,093,632 5,757,950

無形固定資産 62,706 60,722

投資その他の資産   

投資有価証券 126,166 128,500

敷金及び保証金 3,309,968 3,145,496

その他 1,334,854 1,354,308

貸倒引当金 △12,980 △12,980

投資その他の資産合計 4,758,010 4,615,325

固定資産合計 10,914,349 10,433,997

資産合計 13,777,667 12,847,782
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,950,956 1,589,261

売上預け金 349,640 272,809

売掛金 12,339 6,733

店舗食材 97,751 95,288

原材料及び貯蔵品 19,152 14,343

その他 433,879 435,750

貸倒引当金 △401 △401

流動資産合計 2,863,318 2,413,784

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,198,381 5,920,301

減価償却累計額 △2,345,913 △2,259,703

建物（純額） 3,852,467 3,660,598

構築物 41,925 41,925

減価償却累計額 △24,510 △23,836

構築物（純額） 17,415 18,089

機械及び装置 129,317 128,078

減価償却累計額 △31,862 △25,579

機械及び装置（純額） 97,454 102,498

車両運搬具 3,076 3,076

減価償却累計額 △2,737 △2,706

車両運搬具（純額） 338 369

工具、器具及び備品 500,054 446,746

減価償却累計額 △271,865 △249,696

工具、器具及び備品（純額） 228,188 197,050

土地 1,766,524 1,766,524

リース資産 89,799 －

減価償却累計額 △2,473 －

リース資産（純額） 87,325 －

建設仮勘定 43,916 12,818

有形固定資産合計 6,093,632 5,757,950

無形固定資産 62,706 60,722

投資その他の資産   

投資有価証券 126,166 128,500

敷金及び保証金 3,309,968 3,145,496

その他 1,334,854 1,354,308

貸倒引当金 △12,980 △12,980

投資その他の資産合計 4,758,010 4,615,325

固定資産合計 10,914,349 10,433,997

資産合計 13,777,667 12,847,782
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 480,327

減価償却費 172,310

賞与引当金の増減額（△は減少） 121,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,443

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000

受取利息及び受取配当金 △1,556

支払利息 5,484

固定資産除売却損益（△は益） 3,315

売上債権の増減額（△は増加） △5,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,272

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,653

仕入債務の増減額（△は減少） 69,166

その他の流動負債の増減額（△は減少） 132,426

その他 60

小計 970,944

利息及び配当金の受取額 1,389

利息の支払額 △6,441

法人税等の支払額 △472,609

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,282

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 △227,784

有形固定資産の売却による収入 1,200

無形固定資産の取得による支出 △5,835

敷金及び保証金の差入による支出 △193,981

敷金及び保証金の回収による収入 7,777

その他 2,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △415,632

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） 150,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △163,961

ストックオプションの行使による収入 88,493

配当金の支払額 △113,656

財務活動によるキャッシュ・フロー 360,876

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） 438,526

現金及び現金同等物の期首残高 1,827,070

現金及び現金同等物の四半期末残高     2,265,596
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 480,327

減価償却費 172,310

賞与引当金の増減額（△は減少） 121,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,443

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000

受取利息及び受取配当金 △1,556

支払利息 5,484

固定資産除売却損益（△は益） 3,315

売上債権の増減額（△は増加） △5,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,272

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,653

仕入債務の増減額（△は減少） 69,166

その他の流動負債の増減額（△は減少） 132,426

その他 60

小計 970,944

利息及び配当金の受取額 1,389

利息の支払額 △6,441

法人税等の支払額 △472,609

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,282

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 △225,469

有形固定資産の売却による収入 1,200

無形固定資産の取得による支出 △5,835

敷金及び保証金の差入による支出 △193,981

敷金及び保証金の回収による収入 7,777

その他 2,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △413,318

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） 150,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △163,961

リース債務の返済による支出 △2,314

ストックオプションの行使による収入 88,493

配当金の支払額 △113,656

財務活動によるキャッシュ・フロー 358,561

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） 438,526

現金及び現金同等物の期首残高 1,827,070

現金及び現金同等物の四半期末残高     2,265,596
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,950,956 1,589,261

売上預け金 349,640 272,809

売掛金 12,339 6,733

店舗食材 97,751 95,288

原材料及び貯蔵品 19,152 14,343

その他 433,879 435,750

貸倒引当金 △401 △401

流動資産合計 2,863,318 2,413,784

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,198,381 5,920,301

減価償却累計額 △2,345,913 △2,259,703

建物（純額） 3,852,467 3,660,598

構築物 41,925 41,925

減価償却累計額 △24,510 △23,836

構築物（純額） 17,415 18,089

機械及び装置 129,317 128,078

減価償却累計額 △31,862 △25,579

機械及び装置（純額） 97,454 102,498

車両運搬具 3,076 3,076

減価償却累計額 △2,737 △2,706

車両運搬具（純額） 338 369

工具、器具及び備品 500,054 446,746

減価償却累計額 △271,865 △249,696

工具、器具及び備品（純額） 228,188 197,050

土地 1,766,524 1,766,524

リース資産 89,799 －

減価償却累計額 △2,473 －

リース資産（純額） 87,325 －

建設仮勘定 43,916 12,818

有形固定資産合計 6,093,632 5,757,950

無形固定資産 62,706 60,722

投資その他の資産   

投資有価証券 126,166 128,500

敷金及び保証金 3,309,968 3,145,496

その他 1,334,854 1,354,308

貸倒引当金 △12,980 △12,980

投資その他の資産合計 4,758,010 4,615,325

㈱ハイデイ日高(7611)　平成22年2月期第1四半期決算短信(非連結) 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

固定資産合計 10,914,349 10,433,997

資産合計 13,777,667 12,847,782

負債の部   

流動負債   

買掛金 475,415 406,249

短期借入金 150,000 －

1年内返済予定の長期借入金 564,179 558,208

リース債務 15,441 －

未払法人税等 217,651 512,488

賞与引当金 334,451 212,952

その他 1,349,586 1,034,411

流動負債合計 3,106,725 2,724,310

固定負債   

長期借入金 1,233,000 1,002,932

リース債務 72,043 －

退職給付引当金 299,613 298,170

その他 437,230 434,230

固定負債合計 2,041,886 1,735,332

負債合計 5,148,612 4,459,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,625,363 1,580,193

新株式申込証拠金 － 1,742

資本剰余金 1,701,680 1,656,614

利益剰余金 5,322,370 5,168,561

自己株式 △11,671 △11,671

株主資本合計 8,637,742 8,395,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,687 △7,299

評価・換算差額等合計 △8,687 △7,299

純資産合計 8,629,054 8,388,140

負債純資産合計 13,777,667 12,847,782

㈱ハイデイ日高(7611)　平成22年2月期第1四半期決算短信(非連結) 
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 5,450,109

売上原価 1,466,584

売上総利益 3,983,524

販売費及び一般管理費 3,495,524

営業利益 487,999

営業外収益  

受取利息 393

受取配当金 1,336

受取賃貸料 2,971

その他 4,801

営業外収益合計 9,502

営業外費用  

支払利息 5,484

固定資産除却損 4,118

その他 3,448

営業外費用合計 13,052

経常利益 484,450

特別損失  

固定資産除却損 766

固定資産売却損 3,356

特別損失合計 4,123

税引前四半期純利益 480,327

法人税等 188,656

四半期純利益 291,670
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 480,327

減価償却費 172,310

賞与引当金の増減額（△は減少） 121,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,443

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000

受取利息及び受取配当金 △1,556

支払利息 5,484

固定資産除売却損益（△は益） 3,315

売上債権の増減額（△は増加） △5,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,272

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,653

仕入債務の増減額（△は減少） 69,166

その他の流動負債の増減額（△は減少） 132,426

その他 60

小計 970,944

利息及び配当金の受取額 1,389

利息の支払額 △6,441

法人税等の支払額 △472,609

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,282

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 △225,469

有形固定資産の売却による収入 1,200

無形固定資産の取得による支出 △5,835

敷金及び保証金の差入による支出 △193,981

敷金及び保証金の回収による収入 7,777

その他 2,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △413,318

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） 150,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △163,961

リース債務の返済による支出 △2,314

ストックオプションの行使による収入 88,493

配当金の支払額 △113,656

財務活動によるキャッシュ・フロー 358,561

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） 438,526

現金及び現金同等物の期首残高 1,827,070

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,265,596
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