
平成 21 年 7 月 15 日 
 
各位 
 

会社名  株式会社良品計画 
代表者名 代表取締役社長 金井 政明 

                          （コード：7453、 東証第１部） 
問合せ先 経理財務担当部長 齊藤 正一 

                             （TEL．03－3989－7381） 
 
 
 

（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７月 13 日に開示しました「平成 22 年２月期 第１四半期決算短信」について、一部訂正が

ございましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、訂正後の数値データもお送りします。 
 
 

記 
 
 
平成 22 年２月期第１四半期決算短信 
11 ページ 
 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
    当第１四半期連結累計期間 
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 単位：百万円 

（訂正前）△4,175 → （訂正後）△3,842 
 
 

以上 
 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 8,421 12,246 

受取手形及び売掛金 7,818 6,033 

有価証券 9,996 9,996 

商品 17,979 15,264 

仕掛品 53 46 

貯蔵品 34 29 

未収入金 5,915 4,320 

その他 2,657 2,573 

貸倒引当金 △19 △25 

流動資産合計 52,857 50,486 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,307 17,776 

減価償却累計額 △9,615 △9,286 

建物及び構築物（純額） 8,691 8,489 

機械装置及び運搬具 1,624 1,561 

減価償却累計額 △1,207 △1,140 

機械装置及び運搬具（純額） 416 421 

工具、器具及び備品 9,440 8,809 

減価償却累計額 △7,003 △6,643 

工具、器具及び備品（純額） 2,436 2,165 

土地 1,038 1,038 

建設仮勘定 1,281 768 

その他（純額） 1 1 

有形固定資産合計 13,866 12,884 

無形固定資産   

のれん 217 90 

その他 3,527 3,483 

無形固定資産合計 3,745 3,574 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  10,300 ※1  9,675 

敷金及び保証金 13,737 13,180 

その他 2,028 2,219 

貸倒引当金 △20 △20 

投資その他の資産合計 26,047 25,056 

固定資産合計 43,659 41,514 

資産合計 96,517 92,000 



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,711 12,526 

短期借入金 34 － 

未払法人税等 2,150 2,514 

賞与引当金 130 111 

役員賞与引当金 16 32 

店舗閉鎖損失引当金 114 77 

その他 6,058 4,783 

流動負債合計 22,214 20,046 

固定負債   

役員退職慰労引当金 134 148 

その他 305 277 

固定負債合計 440 426 

負債合計 22,654 20,472 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,766 6,766 

資本剰余金 10,122 10,122 

利益剰余金 58,426 57,030 

自己株式 △963 △963 

株主資本合計 74,350 72,955 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △987 △1,322 

為替換算調整勘定 △1,046 △1,586 

評価・換算差額等合計 △2,033 △2,908 

新株予約権 142 142 

少数株主持分 1,402 1,338 

純資産合計 73,863 71,528 

負債純資産合計 96,517 92,000 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 44,755

売上原価 24,406

売上総利益 20,349

営業収入 165

営業総利益 20,514

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 813

配送及び運搬費 2,156

従業員給料及び賞与 3,923

役員賞与引当金繰入額 15

借地借家料 4,218

減価償却費 724

貸倒引当金繰入額 0

その他 3,615

販売費及び一般管理費合計 15,468

営業利益 5,045

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 163

持分法による投資利益 48

その他 15

営業外収益合計 238

営業外費用  

支払利息 2

為替差損 3

商品廃棄損 12

その他 4

営業外費用合計 23

経常利益 5,261

特別利益  

前期損益修正益 18

固定資産売却益 0

その他 6

特別利益合計 25



（単位：百万円）

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) 

特別損失  

前期損益修正損 14

固定資産除却損 10

店舗閉鎖損失引当金繰入額 36

商品評価損 231

その他 5

特別損失合計 298

税金等調整前四半期純利益 4,989

法人税等 2,125

少数株主損失（△） △67

四半期純利益 2,930



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 4,989

減価償却費 593

ソフトウェア投資等償却 161

のれん償却額 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 36

受取利息及び受取配当金 △174

支払利息 2

為替差損益（△は益） 7

持分法による投資損益（△は益） △48

有形固定資産除却損 10

固定資産売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） △3,205

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,518

仕入債務の増減額（△は減少） 875

その他の資産の増減額（△は増加） △28

その他の負債の増減額（△は減少） 486

新株予約権 10

その他 △50

小計 1,133

利息及び配当金の受取額 174

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △2,441

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,136

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △14

有形固定資産の取得による支出 △832

有形固定資産の売却による収入 1

店舗借地権及び敷金等の支出 △597

店舗敷金等回収による収入 66

無形固定資産等の取得による支出 △178

預り保証金の返還による支出 △0

預り保証金の受入による収入 0

関係会社株式の取得による支出 △161

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,717



（単位：百万円）

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) 

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） 32

リース債務の返済による支出 △1

配当金の支払額 △1,352

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,321

現金及び現金同等物に係る換算差額 332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,842

現金及び現金同等物の期首残高 22,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  18,380




