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平成 22 年１月 13 日 

各 位 

会 社 名 株式会社マルヨシセンター 

代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 佐竹 文彰 

(コード番号：7515 大証二部) 

問い合せ先 執行役員経理部マネジャー 多田 好克 

(ＴＥＬ：087-874-5511) 

 

(訂正・数値データ訂正)平成 22 年２月期 第３四半期決算短信の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成 21 年 12 月 29 日に公表いたしました「平成 22 年 2 月期 第 3 四半期決算短信」の記載内容の一

部に誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しておりま

す。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

(1)１ページ 

 １.平成 22 年２月期第３四半期の連結業績(平成 21 年３月１日～平成 21 年 11 月 30 日) 

 

(2)２ページ 

 ４.その他 

 (4)発行済株式数(普通株式) 

 

(3)３ページ 

 ・定性的情報・財務諸表等 

 ２.連結財政状態に関する定性的情報 

 

(4)６ページ 

 

(5)７ページ 
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(1)１ページ 

１.平成 22 年２月期第３四半期の連結業績(平成 21 年３月１日～平成 21 年 11 月 30 日) 

 【訂正前】 

(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３四半期 32,627 △5.3 534 16.9 295 57.8 155 ―

21 年２月期第３四半期 34,471 0.7 457 45.7 187 547.7 △329 ―

 

 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３四半期 18.46 ― 

21 年２月期第３四半期 △38.97 ― 

 

(2)連結財政状態 

 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３四半期 22,019 2,602 11.8 309.57

21 年２月期 22,147 2,507 11.3 298.21

(参考) 自己資本 22 年２月期第３四半期 2,602 百万円 21 年２月期 2,507 百万円 

 

 【訂正後】 

(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３四半期 32,627 △5.3 534 16.9 295 57.8 155 ―

21 年２月期第３四半期 34,471 0.7 457 45.7 187 547.7 △329 ―

 

 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３四半期 18.51 ― 

21 年２月期第３四半期 △38.97 ― 

 

(2)連結財政状態 

 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３四半期 22,009 2,593 11.8 309.59

21 年２月期 22,147 2,507 11.3 298.21

(参考) 自己資本 22 年２月期第３四半期 2,593 百万円 21 年２月期 2,507 百万円 
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(2)２ページ 

 ４.その他 

 (4)発行済株式数(普通株式) 

 【訂正前】 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 22 年２月期第３四半期 8,749,990 株 21 年２月期 8,749,990 株

②期末自己株式数 22 年２月期第３四半期 342,970 株 21 年２月期 342,970 株

③期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22 年２月期第３四半期 8,407,020 株 21 年２月期第３四半期 8,463,157 株

 【訂正後】 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 22 年２月期第３四半期 8,749,990 株 21 年２月期 8,749,990 株

②期末自己株式数 22 年２月期第３四半期 374,303 株 21 年２月期 342,970 株

③期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22 年２月期第３四半期 8,385,436 株 21 年２月期第３四半期 8,463,157 株

 

(3)３ページ 

 ・定性的情報・財務諸表等 

 ２.連結財政状態に関する定性的情報 

 【訂正前】 

(前略) 

 投資その他の資産は、繰延税金資産が１億 24 百万円減少したことなどにより、前期末に比べ１億 55 百万

円減少の 23 億 93 百万円となりました。 

(中略) 

 純資産は、前期末に比べ 95 百万円増加し、26億２百万円となりました。その主な内訳は、利益剰余金が１

億 29 百万円増加したことなどによるものであります。 

(後略) 

 

 【訂正後】 

(前略) 

 投資その他の資産は、繰延税金資産が１億 24 百万円減少したことなどにより、前期末に比べ１億 65 百万

円減少の 23 億 83 百万円となりました。 

(中略) 

 純資産は、前期末に比べ 85 百万円増加し、25 億 93 百万円となりました。その主な内訳は、利益剰余金が

１億 29 百万円増加したことなどによるものであります。 

(後略) 
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(4)６ページ 

 【訂正前】 

 １.【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３四半期連結会計期間末 

(平成 21 年 11 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) 

 (前略)  

  投資その他の資産  

   投資有価証券 600,945 629,795 

   繰延税金資産 512,435 637,338 

   差入保証金 1,034,025 1,055,172 

   その他 246,084 226,672 

   投資その他の資産合計 2,393,491 2,548,978 

  固定資産合計 17,723,494 18,293,779 

 資産合計 22,019,109 22,147,132 

  

 【訂正後】 

 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３四半期連結会計期間末 

(平成 21 年 11 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) 

 (前略)  

  投資その他の資産  

   投資有価証券 591,425 629,795 

   繰延税金資産 512,435 637,338 

   差入保証金 1,034,025 1,055,172 

   その他 246,084 226,672 

   投資その他の資産合計 2,383,972 2,548,978 

  固定資産合計 17,713,975 18,293,779 

 資産合計 22,009,589 22,147,132 
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(5)７ページ 

 【訂正前】 

  (単位：千円) 

 
当第３四半期連結会計期間末 

(平成 21 年 11 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) 

 (前略)  

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,077,998 1,077,998 

  資本剰余金 813,528 813,528 

  利益剰余金 898,008 768,035 

  自己株式 △128,866 △128,866 

  株主資本合計 2,660,669 2,530,695 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △58,102 △23,642 

  評価・換算差額等合計 △58,102 △23,642 

 純資産合計 2,602,567 2,507,053 

負債純資産合計 22,019,109 22,147,132 

 

 【訂正後】 

  (単位：千円) 

 
当第３四半期連結会計期間末 

(平成 21 年 11 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) 

 (前略)  

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,077,998 1,077,998 

  資本剰余金 813,528 813,528 

  利益剰余金 898,008 768,035 

  自己株式 △138,298 △128,866 

  株主資本合計 2,651,237 2,530,695 

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △58,189 △23,642 

  評価・換算差額等合計 △58,189 △23,642 

 純資産合計 2,593,048 2,507,053 

負債純資産合計 22,009,589 22,147,132 

 

 

以上 

 


