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（再訂正）「平成22年１月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について 
 

当社は、平成24年３月23日に発表しました「（訂正)「平成22年１月期 第３四半期決算短信」の

一部訂正について」の記載内容につきまして、下記の理由により一部訂正が必要と判断いたしました。 
 

【訂正理由】 
 「（訂正)「平成22年１月期 第３四半期決算短信」発表後に改めて精査をしたところ、記載ミスに

より訂正を要する事項が判明したため、これに関連する箇所の訂正を行いました。 

投資家の皆様方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 
なお、訂正箇所については下線  を付して表示しております。 

 
【訂正内容】 

【平成 24年３月 23日発表「（訂正）「平成 22年１月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について」 
サマリー情報】 

（訂正前） 

1. 平成22年１月期第３四半期の連結業績（平成21年２月１日～平成21年10月31日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
 売上高 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１月期第３四半期 23,119 － △33 － △25 － △22 － 
21年１月期第３四半期 21,256 9.3 142 △32.4 170 △16.6 125 △4.8 

 

 
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１月期第３四半期 △562 84 － －     
21年１月期第３四半期 2,953 43 － －     

 
 
 



 
（訂正後） 

1. 平成22年１月期第３四半期の連結業績（平成21年２月１日～平成21年10月31日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
 売上高 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１月期第３四半期 23,119 － △33 － △25 － △22 － 
21年１月期第３四半期 21,256 9.3 140 △33.3 168 △17.6 120 △7.9 

 

 
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１月期第３四半期 △562 84 － －     
21年１月期第３四半期 2,847 96 － －     

 
【平成 24年３月 23日発表「（訂正）「平成 22年１月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について」 
２ページ】 
（訂正前） 
来客数の動向 

 売上高(百万円) 営業損益(百万円) 来客数(千人) 受注件数(千件) 会員数(千人) 

22年１月期第３四半期 22,359 △53 25,392 927 3,767 

21年１月期第３四半期 19,876 84 12,720 581 1,320 

 
（訂正後） 
来客数の動向 

 売上高(百万円) 営業損益(百万円) 来客数(千人) 受注件数(千件) 会員数(千人) 

22年１月期第３四半期 22,359 △53 25,392 927 3,767 

21年１月期第３四半期 19,876 82 12,720 581 1,320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【平成 24年３月 23日発表「（訂正）「平成 22年１月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について」 
12ページ】 
（訂正前） 
（要約）前四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年10月31日) 科   目 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 21,256,360 

Ⅱ 売上原価 19,530,265 

売上総利益 1,726,094 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,583,422 

営業利益 142,671 

（中略）  

  

経常利益 170,746 

 税金等調整前四半期純利益 170,746 

    法人税、住民税及び事業税 49,080 

    法人税等調整額 △    3,334 

四半期純利益 125,000 

 

（訂正後） 
（要約）前四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年10月31日) 科   目 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 21,256,360 

Ⅱ 売上原価 19,530,265 

売上総利益 1,726,094 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,585,416 

営業利益 140,678 

（中略）  

  

経常利益 168,753 

 税金等調整前四半期純利益 168,753 

    法人税、住民税及び事業税 51,846 

    法人税等調整額 △    3,629 

四半期純利益 120,536 

 
 
 



【平成 24年３月 23日発表「（訂正）「平成 22年１月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について」 
13ページ】 
（訂正前） 
（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年10月31日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 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 170,746 

   減価償却費 67,947 

   賞与引当金の増加額 13,170 

   ポイント引当金の増減額 10,964 

   受取利息及び受取配当金 △   4,310 

   支払利息及び社債利息 1,588 

   売上債権の増減額（△は増加） 22,203 

   たな卸資産の増減額（△は増加） △  938,258 

   仕入債務の増減額（△は減少） 504,439 

   前受金の増減額（△は減少） △   2,908 

   その他 11,802 

    小計 △  142,612 

（後略） 
 
（訂正後） 
（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年10月31日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 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 168,753 

   減価償却費 67,947 

   賞与引当金の増加額 13,170 

   ポイント引当金の増減額 10,964 

   受取利息及び受取配当金 △   4,310 

   支払利息及び社債利息 1,588 

   売上債権の増減額（△は増加） 22,203 

   たな卸資産の増減額（△は増加） △  938,258 

   仕入債務の増減額（△は減少） 504,439 

   前受金の増減額（△は減少） △   2,908 

   その他 13,795 

    小計 △  142,612 

（後略） 



 
【平成 24年３月 23日発表「（訂正）「平成 22年１月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について」 
15ページ】 
（訂正前） 
前第３四半期連結累計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年10月31日) 

 
インターネット 
通販事業 
(千円) 

その他の事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

  売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 19,876,520 1,379,840 21,256,360 － 21,256,360 

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 19,876,520 1,379,840 21,256,360 － 21,256,360 

  営業費用 19,792,483 1,321,205 21,113,688 － 21,113,688 

  営業利益 84,036 58,634 142,671 － 142,671 

 
（訂正後） 
前第３四半期連結累計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年10月31日) 

 
インターネット 
通販事業 
(千円) 

その他の事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

  売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 19,876,520 1,379,840 21,256,360 － 21,256,360 

 (2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 19,876,520 1,379,840 21,256,360 － 21,256,360 

  営業費用 19,794,476 1,321,205 21,115,682 － 21,115,682 

  営業利益 82,043 58,634 140,678 － 140,678 

 
 


