
平成２４年１２月２６日

各 位

会  社  名   株式会社 銀座山形屋

代 表 社 名  代表取締役社長 山形 政弘

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号 ８２１５）

問 合 せ 先
役職 ・ 氏名  管理部長 渡辺 光潤

電       話  ０３－６６８０－８７１１

(再訂正)「平成21 年3 月期 決算短信」の一部訂正について 

平成 24 年 11 月 14 日に発表いたしました「(訂正)平成 21 年 3 月期 決算短信の一部訂正につい

て」の記載内に一部再訂正がありましたのでお知らせいたします。

なお、訂正個所につきましては、＿下線を付しております。

訂正理由については、平成24 年12 月26 日開示の「過年度有価証券報告書、過年度決算短信等の

一部再訂正に関するお知らせ」をご参照願います。

なお、数値データにつきましては訂正はございません。

以 上



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高

役務収益 ※3  269,730 ※3  406,931

賃貸収入 ※3  113,673 ※3  113,673

製商品売上高 － 90,554

売上高合計 383,403 611,158

売上原価

役務原価 ※1  169,062 ※1  276,271

賃貸原価 ※2  21,430 ※2  20,914

製商品売上原価 － 47,860

売上原価合計 190,992 345,046

売上総利益 192,910 266,112

販売費及び一般管理費

支払手数料 31,844 61,273

広告宣伝費 12,418 16,257

役員報酬 12,665 7,467

給料及び手当 17,127 33,511

賞与 910 4,310

退職給付引当金繰入額 5,497 4,434

福利厚生費 3,618 7,854

接待交際費 2,379 1,831

旅費及び交通費 5,545 9,719

通信費 4,473 4,828

水道光熱費 5,337 9,453

消耗品費 9,886 15,753

租税公課 10,185 11,348

減価償却費 2,564 5,131

修繕費 3,526 5,834

賃借料 36,528 65,553

諸会費 1,661 1,506

雑費 1,587 10,709

販売費及び一般管理費合計 167,759 276,580

営業利益 25,150 △10,467

営業外収益

受取利息 73,783 76,607

受取配当金 17,686 31,322

受取手数料 2,642 2,437

雑収入 5,444 4,693

営業外収益合計 99,556 115,060

営業外費用

支払利息 － 484

投資事業組合運用損 － 12,398

雑損失 4,038 2,802

営業外費用合計 4,038 15,684

経常利益 120,669 88,908

（２）損益計算書 
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【訂正前】(32ページ）

５．個別財務諸表



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益

－ 19,741貸倒引当金戻入額

関係会社損失引当金戻入益

関係会社株式評価引当金戻入額

抱合せ株式消滅差益特別利益合計

当期純利益

19,741

22,695

150,000

6,316

1,941

△501,621

27,295

△528,917

－

3,737

613,225

1,230

417,000

33,000

27,295

貸倒引当金繰入額

投資有価証券評価損

役員退職慰労金

関係会社株式評価引当金繰入額

出資金運用損

固定資産処分損

固定資産除却損

関係会社貸倒引当金繰入額

特別損失合計

特別損失

－

15,119

5,986

50,582

△53,507

△53,507

104,090

1,980

－

168,532

－

98,445

－

145,446

抱合せ株式消滅差益

特別利益合計

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等合計

61,945 －

36,500 －

－
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高

役務収益 ※3  269,730 ※3  406,931

賃貸収入 ※3  113,673 ※3  113,673

製商品売上高 － 90,554

売上高合計 383,403 611,158

売上原価

役務原価 ※1  169,062 ※1  276,271

賃貸原価 ※2  21,430 ※2  20,914

製商品売上原価 － 47,860

売上原価合計 190,992 345,046

売上総利益 192,910 266,112

販売費及び一般管理費

支払手数料 31,844 61,273

広告宣伝費 12,418 16,257

役員報酬 12,665 7,467

給料及び手当 17,127 33,511

賞与 910 4,310

退職給付引当金繰入額 5,497 4,434

福利厚生費 3,618 7,854

接待交際費 2,379 1,831

旅費及び交通費 5,545 9,719

通信費 4,473 4,828

水道光熱費 5,337 9,453

消耗品費 9,886 15,753

租税公課 10,185 11,348

減価償却費 2,564 5,131

修繕費 3,526 5,834

賃借料 36,528 65,553

諸会費 1,661 1,506

雑費 1,587 10,709

販売費及び一般管理費合計 167,759 276,580

営業利益 25,150 △10,467

営業外収益

受取利息 73,783 76,607

受取配当金 17,686 31,322

受取手数料 2,642 2,437

雑収入 5,444 4,693

営業外収益合計 99,556 115,060

営業外費用

支払利息 － 484

投資事業組合運用損 － 12,398

雑損失 4,038 2,802

営業外費用合計 4,038 15,684

経常利益 120,669 88,908

 【訂正後】(32ページ）
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益

－ 2,954貸倒引当金戻入額

関係会社損失引当金戻入益

関係会社株式評価引当金戻入額

抱合せ株式消滅差益特別利益合計

当期純利益

19,741

22,695

150,000

6,316

1,941

△501,621

27,295

△528,917

－

3,737

613,225

1,230

417,000

33,000

27,295

貸倒引当金繰入額

投資有価証券評価損

役員退職慰労金

関係会社株式評価引当金繰入額

出資金運用損

固定資産処分損

固定資産除却損

関係会社貸倒引当金繰入額

特別損失合計

特別損失

－

15,119

5,986

50,582

△53,507

△53,507

104,090

1,980

－

168,531

－

98,445

－

145,444

抱合せ株式消滅差益

特別利益合計

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等合計

61,945 －

36,500 －

－
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本

資本金

前期末残高 2,727,560 2,727,560

当期変動額

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,727,560 2,727,560

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 835,890 835,890

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 835,890 835,890

その他資本剰余金

前期末残高 338,727 338,727

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 338,727 338,727

資本剰余金合計

前期末残高 1,174,617 1,174,617

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,174,617 1,174,617

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 213,849 196,966

当期変動額

剰余金の配当 △120,973 △86,396

当期純利益 104,090 △528,917

当期変動額合計 △16,883 △615,313

当期末残高 196,966 △418,346

自己株式

前期末残高 △77,619 △78,037

当期変動額

自己株式の取得 △417 △994

当期変動額合計 △417 △994

当期末残高 △78,037 △79,031

（３）株主資本等変動計算書 

【訂正前】（34ページ）
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本合計

前期末残高 4,038,407 4,021,107

当期変動額

剰余金の配当 △120,973 △86,396

当期純利益 104,090 △528,917

自己株式の取得 △417 △994

当期変動額合計 17,300 △616,307

当期末残高 4,021,107 3,404,799

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 320,599 66,201

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △254,397 △46,180

当期変動額合計 △254,397 △46,180

当期末残高 66,201 20,021

純資産合計

前期末残高 4,359,007 4,087,309

当期変動額

剰余金の配当 △120,973 △86,396

当期純利益 104,090 △528,917

自己株式の取得 △417 △994

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △254,397 △46,180

当期変動額合計 △271,697 △662,488

当期末残高 4,087,309 3,424,821
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本

資本金

前期末残高 2,727,560 2,727,560

当期変動額

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,727,560 2,727,560

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 835,890 835,890

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 835,890 835,890

その他資本剰余金

前期末残高 338,727 338,727

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 338,727 338,727

資本剰余金合計

前期末残高 1,174,617 1,174,617

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,174,617 1,174,617

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 213,849 196,966

当期変動額

剰余金の配当 △120,973 △86,396

当期純利益 104,090 △528,917

当期変動額合計 △16,883 △615,313

当期末残高 196,966 △418,346

自己株式

前期末残高 △77,619 △78,037

当期変動額

自己株式の取得 △417 △994

当期変動額合計 △417 △994

当期末残高 △78,037 △79,031

（３）株主資本等変動計算書 

【訂正後】（３５ページ）
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本合計

前期末残高 4,038,407 4,021,107

当期変動額

剰余金の配当 △120,973 △86,396

当期純利益 104,090 △528,917

自己株式の取得 △417 △994

当期変動額合計 △17,300 △616,307

当期末残高 4,021,107 3,404,799

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 320,599 66,201

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △254,397 △46,180

当期変動額合計 △254,397 △46,180

当期末残高 66,201 20,021

純資産合計

前期末残高 4,359,007 4,087,309

当期変動額

剰余金の配当 △120,973 △86,396

当期純利益 104,090 △528,917

自己株式の取得 △417 △994

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △254,397 △46,180

当期変動額合計 △271,697 △662,488

当期末残高 4,087,309 3,424,821
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