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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社の元経理部長による過年度における金員の流用が明らかになり、当該内容を調査し、連結財務諸表等及び財務諸表等の記

載内容について見直しを行いました。

　連結貸借対照表においては、現金及び預金が535百万円減少、流動資産のその他が43百万円増加、固定資産の繰延税金資産が

196百万円増加、投資その他の資産のその他が491百万円増加、貸倒引当金が491百万円増加し、この結果、利益剰余金は295百万

円減少しました。

　同時に個別財務諸表の損益計算書におきましても、貸倒引当金繰入額180百万円を特別損失に計上したことにより、税引前当

期純利益は6,233百万円となり、税効果会計の見直しにより法人税等調整額が71百万円減少し、当期純利益は3,635百万円とな

りました。

　貸借対照表においては、現金及び預金が535百万円減少、流動資産のその他が43百万円増加、固定資産の繰延税金資産が196百

万円増加、投資その他の資産のその他が491百万円増加、貸倒引当金が491百万円増加し、この結果、当期未処分利益は295百万円

減少しました。

　これらを訂正するため、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

(1）連結経営指標等

(2）提出会社の経営指標等

第２　事業の状況

１　業績等の概要

(1）業績

(2）キャッシュ・フロー

７　財政状態及び経営成績の分析

(1）財政状態

(2）経営成績

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

①　連結貸借対照表

注記事項

（キャッシュ・フロー計算書関係）

（税効果会計関係）

（セグメント情報）

事業の種類別セグメント情報

（１株当たり情報）

（重要な後発事象）
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２　財務諸表等

(1）財務諸表

①　貸借対照表

②　損益計算書

③　キャッシュ・フロー計算書

④　利益処分計算書

重要な会計方針

（引当金の計上基準）

注記事項

（キャッシュ・フロー計算書）

（税効果会計関係）

（１株当たり情報）

（重要な後発事象）

⑤　附属明細表

引当金明細表

(2）主な資産及び負債の内容

①　流動資産

イ．現金及び預金

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】
 

第１【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

（訂正前）

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

当期純利益（千円） － － － － －

純資産額（千円） － － － － 49,752,472

総資産額（千円） － － － － 97,033,755

１株当たり純資産額（円） － － － － 1,663.99

１株当たり当期純利益（円） － － － － －

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） － － － － 51.3

自己資本利益率（％） － － － － －

株価収益率（倍） － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー（千円）

－ － － － －

投資活動による
キャッシュ・フロー（千円）

－ － － － －

財務活動による
キャッシュ・フロー（千円）

－ － － － －

現金及び現金同等物の期末残
高（千円）

－ － － － －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

2,316
（3,279）

　（注）１．第24期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．第24期連結会計年度は、連結財務諸表の作成初年度であり、連結子会社株式のみなし取得日が当連結会計年度の期

末日であるため、連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書及び、連結キャッシュ・フロー計算書については作

成しておりません。

 

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

訂正有価証券報告書

 4/51



（訂正後）

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高（千円） － － － － －

経常利益（千円） － － － － －

当期純利益（千円） － － － － －

純資産額（千円） － － － － 49,457,031

総資産額（千円） － － － － 96,738,315

１株当たり純資産額（円） － － － － 1,654.11

１株当たり当期純利益（円） － － － － －

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） － － － － 51.1

自己資本利益率（％） － － － － －

株価収益率（倍） － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー（千円）

－ － － － －

投資活動による
キャッシュ・フロー（千円）

－ － － － －

財務活動による
キャッシュ・フロー（千円）

－ － － － －

現金及び現金同等物の期末残
高（千円）

－ － － － －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

2,316
（3,279）

　（注）１．第24期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．第24期連結会計年度は、連結財務諸表の作成初年度であり、連結子会社株式のみなし取得日が当連結会計年度の期

末日であるため、連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書及び、連結キャッシュ・フロー計算書については作

成しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

（訂正前）

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高（千円） 52,414,23466,149,68187,429,779105,051,336122,928,724

経常利益（千円） 3,829,7034,746,6945,750,6285,794,1206,549,947

当期純利益（千円） 2,100,8882,661,8643,234,0583,139,4433,744,042

持分法を適用した場合の投資
利益（千円）

－ － － － －

資本金（千円） 3,588,3383,588,3383,588,3383,588,33815,434,588

発行済株式総数（株） 13,072,00013,072,00013,072,00026,144,00029,894,000

純資産額（千円） 14,381,25516,786,35419,766,42322,526,79049,746,058

総資産額（千円） 25,161,27330,745,38237,564,97041,569,10380,864,655

１株当たり純資産額（円） 1,100.161,284.151,511.74 861.65 1,663.78

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当額)
(円)

30.00
（20.00）

20.00
（10.00）

20.00
（10.00）

12.00
（6.00）

14.00
（6.00）

１株当たり当期純利益（円） 163.44 203.63 247.02 120.08 141.68

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 57.2 54.6 52.6 54.2 61.5

自己資本利益率（％） 16.6 17.1 17.7 14.8 10.4

株価収益率（倍） 27.5 24.0 30.3 24.4 19.2

配当性向（％） 18.4 9.8 8.1 10.0 10.6

営業活動による
キャッシュ・フロー（千円）

2,361,3403,233,4943,437,3853,072,0323,618,795

投資活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△2,041,229△1,246,077△3,662,815△6,012,293△13,118,057

財務活動による
キャッシュ・フロー（千円）

1,399,070△261,488△261,102△287,04533,240,956

現金及び現金同等物の期末残
高（千円）

8,041,4749,767,4029,280,8706,053,56329,795,257

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

724
(919）

856
（1,321）

1,103
（1,735）

1,418
（1,936）

1,646
（2,157）

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第23期までは当社は関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資損益」を記載しておりません。なお、第24

期は連結財務諸表を作成しているため、該当項目の記載は要しないこととなっております。

３．当社は以下のとおり新株式の発行を行っております。

平成13年　８月７日　　有償一般募集　　　　　　500,000株

平成16年　４月20日　　株式分割　　　　　　 13,072,000株

平成18年　２月８日　　有償一般募集　　　　　3,750,000株

４．第20期の１株当たり配当額には、上場記念配当10円が含まれております。

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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（訂正後）

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高（千円） 52,414,23466,149,68187,429,779105,051,336122,928,724

経常利益（千円） 3,829,7034,746,6945,750,6285,794,1206,549,947

当期純利益（千円） 2,099,1252,644,2363,189,4313,016,2183,635,844

持分法を適用した場合の投資
利益（千円）

－ － － － －

資本金（千円） 3,588,3383,588,3383,588,3383,588,33815,434,588

発行済株式総数（株） 13,072,00013,072,00013,072,00026,144,00029,894,000

純資産額（千円） 14,379,49316,766,96319,702,40622,339,54749,450,617

総資産額（千円） 25,162,51030,758,99237,620,95341,421,86080,569,214

１株当たり純資産額（円） 1,100.021,282.671,506.84 854.49 1,653.90

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当額)
(円)

30.00
（20.00）

20.00
（10.00）

20.00
（10.00）

12.00
（6.00）

14.00
（6.00）

１株当たり当期純利益（円） 163.30 202.28 243.61 115.37 137.58

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 57.1 54.5 52.4 53.9 61.4

自己資本利益率（％） 16.6 17.0 17.5 14.3 10.1

株価収益率（倍） 27.6 24.1 30.7 25.4 19.8

配当性向（％） 18.4 9.9 8.2 10.4 10.2

営業活動による
キャッシュ・フロー（千円）

2,361,3403,233,4943,437,3852,752,0323,403,795

投資活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△2,041,229△1,246,077△3,662,815△6,012,293△13,118,057

財務活動による
キャッシュ・フロー（千円）

1,399,070△261,488△261,102△287,04533,240,956

現金及び現金同等物の期末残
高（千円）

8,041,4749,767,4029,280,8705,733,56329,260,257

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

724
(919）

856
（1,321）

1,103
（1,735）

1,418
（1,936）

1,646
（2,157）

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第23期までは当社は関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資損益」を記載しておりません。なお、第24

期は連結財務諸表を作成しているため、該当項目の記載は要しないこととなっております。

３．当社は以下のとおり新株式の発行を行っております。

平成13年　８月７日　　有償一般募集　　　　　　500,000株

平成16年　４月20日　　株式分割　　　　　　 13,072,000株

平成18年　２月８日　　有償一般募集　　　　　3,750,000株

４．第20期の１株当たり配当額には、上場記念配当10円が含まれております。

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

（訂正前）

（前略）

(1）業績

　当期における我が国経済は、企業収益が高水準で推移するなかで着実に回復してまいりました。

　一般小売業においては、雇用と賃金の改善に伴う雇用者所得の回復を追い風に、個人消費が堅調に推移し、全般にわたっ

て順調な売上増加を示しました。

　また、当社を含むドラッグストア業界においても、個人消費の堅調な推移と花粉症などの追い風要因により、売上は順調

に推移しました。しかしながら、当社を取り巻く環境は、中部地区、関西地区における競争激化もあり、前期に続き厳しい経

営環境下にありました。

　このような状況の中、当社は引き続き、基本方針の「調剤併設型ドラッグストア」を堅持し、急速な高齢化の進展に伴う

地域社会の健康ニーズの高まりに応えるべく積極的な店舗展開を実施いたしました。その結果、愛知県に21店舗（内、名古

屋市内に５店舗）、岐阜県に２店舗、三重県に５店舗、滋賀県に５店舗、京都府に２店舗、奈良県に１店舗、大阪府に６店舗、

そして兵庫県に１店舗の計43店舗を出店し、１店舗を退店いたしました。

　さらに、関西地区への進出をより一層加速し、かつ、競争力を強化するために、かねてより包括的業務提携を行っておりま

した株式会社ジャパン（以下ジャパンという。）の株式を平成17年12月に50.1％取得して子会社といたしました。ジャパ

ンの当連結会計年度における出店は、大阪府、兵庫県、奈良県及び東京都に各１店舗の計４店舗で、１店舗を退店いたしま

した。

 

　以上の結果、当期における業績は、売上高122,928百万円（前期比17.0％増）、経常利益は6,549百万円（前期比13.0％

増）、当期純利益は3,744百万円（前期比19.3％増）となりました。

 

(2）キャッシュ・フロー

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、過去最高の税引前当期純利益に加えて、借入や公募増資

による資金調達を実施したことにより、前事業年度末に比べ23,741百万円増加し、29,795百万円（前期比392.2％増）とな

りました。

　当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における営業活動の結果得られた資金は、3,618百万円（前期比17.8％増、546百万円増）となりました。

　キャッシュ・フローの主たる増加要因としては、業容拡大により税引前当期純利益が6,413百万円（前期比13.8％増、777

百万円増）、減価償却費も1,281百万円（前期比21.2％増、223百万円増）、未収入金の減少額が246百万円（前期は580百万

円の増加）、未払金が640百万円（前期比220.6％増、440百万円増）となる一方で、主たる減少要因としては、たな卸資産が

3,157百万円（前期比166.6％増、1,973百万円増）、売上債権が690百万円（前期比69.8％増、283百万円増）あったことに

よります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における投資活動の結果使用した資金は、13,118百万円（前期比118.2％増、7,105百万円増）となりました。

　これは主に、新規出店43店舗による有形固定資産の取得による支出が2,225百万円、関係会社株式の取得による支出が

8,161百万円、関係会社貸付による支出が1,006百万円があったことによります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、33,240百万円となりました。これは、短期借入金及び長期借入金に

よる収入10,000百万円、公募増資による株式の発行による収入23,553百万円があったことによります。
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（訂正後）

(1）業績

　当期における我が国経済は、企業収益が高水準で推移するなかで着実に回復してまいりました。

　一般小売業においては、雇用と賃金の改善に伴う雇用者所得の回復を追い風に、個人消費が堅調に推移し、全般にわたっ

て順調な売上増加を示しました。

　また、当社を含むドラッグストア業界においても、個人消費の堅調な推移と花粉症などの追い風要因により、売上は順調

に推移しました。しかしながら、当社を取り巻く環境は、中部地区、関西地区における競争激化もあり、前期に続き厳しい経

営環境下にありました。

　このような状況の中、当社は引き続き、基本方針の「調剤併設型ドラッグストア」を堅持し、急速な高齢化の進展に伴う

地域社会の健康ニーズの高まりに応えるべく積極的な店舗展開を実施いたしました。その結果、愛知県に21店舗（内、名古

屋市内に５店舗）、岐阜県に２店舗、三重県に５店舗、滋賀県に５店舗、京都府に２店舗、奈良県に１店舗、大阪府に６店舗、

そして兵庫県に１店舗の計43店舗を出店し、１店舗を退店いたしました。

　さらに、関西地区への進出をより一層加速し、かつ、競争力を強化するために、かねてより包括的業務提携を行っておりま

した株式会社ジャパン（以下ジャパンという。）の株式を平成17年12月に50.1％取得して子会社といたしました。ジャパ

ンの当連結会計年度における出店は、大阪府、兵庫県、奈良県及び東京都に各１店舗の計４店舗で、１店舗を退店いたしま

した。

 

　以上の結果、当期における業績は、売上高122,928百万円（前期比17.0％増）、経常利益は6,549百万円（前期比13.0％

増）、当期純利益は3,635百万円（前期比20.5％増）となりました。

 

(2）キャッシュ・フロー

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、過去最高の税引前当期純利益に加えて、借入や公募増資

による資金調達を実施したことにより、前事業年度末に比べ23,526百万円増加し、29,260百万円（前期比410.3％増）とな

りました。

　当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における営業活動の結果得られた資金は、3,403百万円（前期比23.7％増、651百万円増）となりました。

　キャッシュ・フローの主たる増加要因としては、業容拡大により税引前当期純利益が6,233百万円（前期比14.8％増、802

百万円増）、減価償却費も1,281百万円（前期比21.2％増、223百万円増）、未収入金の減少額が246百万円（前期は580百万

円の増加）、未払金が640百万円（前期比220.6％増、440百万円増）となる一方で、主たる減少要因としては、たな卸資産が

3,157百万円（前期比166.6％増、1,973百万円増）、売上債権が690百万円（前期比69.8％増、283百万円増）あったことに

よります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における投資活動の結果使用した資金は、13,118百万円（前期比118.2％増、7,105百万円増）となりました。

　これは主に、新規出店43店舗による有形固定資産の取得による支出が2,225百万円、関係会社株式の取得による支出が

8,161百万円、関係会社貸付による支出が1,006百万円あったことによります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、33,240百万円となりました。これは、短期借入金及び長期借入金に

よる収入10,000百万円、公募増資による株式の発行による収入23,553百万円があったことによります。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　当連結会計年度は、連結財務諸表の作成初年度であり、連結子会社株式のみなし取得日が当連結会計年度の期末日であるた

め、連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書については作成しておりません。そのため、以下には当社の(1）財政状態

及び(2）経営成績について記載しております。

(1）財政状態

（訂正前）

（資産、負債および資本）

　流動資産は、52,738百万円（前期末比117.9％増、28,533百万円増）となりました。その主要な内訳は、現金及び預金が

30,199百万円（前期末比367.0％増、23,732百万円増）、たな卸資産が、16,333百万円（前期末比24.0％増、3,157百万円

増）となっており、両者で流動資産に占める割合は88.2％となりました。現金及び預金は、当期に当社が銀行借入10,000百

万円と公募増資23,685百万円の資金調達を実施したことにより、大幅に増加しました。また、たな卸資産も増収基調が継続

しているなかで拡大する傾向にあります。

 

　固定資産は、28,126百万円（前期末比62.0％増、10,762百万円増）となりました。その内訳は、有形固定資産が11,770百万

円（前期末比11.5％増、1,209百万円増）、無形固定資産が1,274百万円（前期末比81.7％増、573百万円増）、投資その他の

資産が15,080百万円（前期末比147.2％増、8,979百万円増）であります。これは、新規出店に伴う建物、器具備品及び差入

保証金の増加とシステム投資及びジャパン株式の取得が主因であります。

 

　流動負債は、24,995百万円（前期末比38.1％増、6,893百万円増）となりました。その主要な内訳は、買掛金が13,687百万

円（前期末比8.3％増、1,047百万円増）、短期借入金が5,000百万円（前期末　5,000百万円増）であります。

 

　固定負債は、6,123百万円（前期末比551.1％増、5,182百万円増）となりました。その主要な内訳は、長期借入金が5,000百

万円（前期末　5,000百万円増）であります。

 

　資本の部は、49,746百万円（前期末比120.8％増、27,219百万円増）で、自己資本比率は61.5％となりました。その主な要

因は、平成18年２月の公募増資により23,685百万円増加しております。

 

（設備投資）

　当連結会計年度において、当社が実施いたしました設備投資総額は、4,128百万円であり、その主なものは、期中新規出店

43店舗に関するものが3,407百万円、並びに、システム関連投資が721百万円であります。
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（訂正後）

（資産、負債および資本）

　流動資産は、52,246百万円（前期末比118.3％増、28,313百万円増）となりました。その主要な内訳は、現金及び預金が

29,664百万円（前期末比382.6％増、23,517百万円増）、たな卸資産が、16,333百万円（前期末比24.0％増、3,157百万円

増）となっており、両者で流動資産に占める割合は88.0％となりました。現金及び預金は、当期に当社が銀行借入10,000百

万円と公募増資23,685百万円の資金調達を実施したことにより、大幅に増加しました。また、たな卸資産も増収基調が継続

しているなかで拡大する傾向にあります。

 

　固定資産は、28,322百万円（前期末比61.9％増、10,833百万円増）となりました。その内訳は、有形固定資産が11,770百万

円（前期末比11.5％増、1,209百万円増）、無形固定資産が1,274百万円（前期末比81.7％増、573百万円増）、投資その他の

資産が15,276百万円（前期末比145.4％増、9,051百万円増）であります。これは、新規出店に伴う建物、器具備品及び差入

保証金の増加とシステム投資及びジャパン株式の取得が主因であります。

 

　流動負債は、24,995百万円（前期末比37.8％増、6,853百万円増）となりました。その主要な内訳は、買掛金が13,687百万

円（前期末比8.3％増、1,047百万円増）、短期借入金が5,000百万円（前期末　5,000百万円増）であります。

 

　固定負債は、6,123百万円（前期末比551.1％増、5,182百万円増）となりました。その主要な内訳は、長期借入金が5,000百

万円（前期末　5,000百万円増）であります。

 

　資本の部は、49,450百万円（前期末比121.4％増、27,111百万円増）で、自己資本比率は61.4％となりました。その主な要

因は、平成18年２月の公募増資により23,685百万円増加しております。

 

（設備投資）

　当連結会計年度において、当社が実施いたしました設備投資総額は、4,128百万円であり、その主なものは、期中新規出店

43店舗に関するものが3,407百万円、並びに、システム関連投資が721百万円であります。
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(2）経営成績

（訂正前）

（売上高）

　当期の売上高は、122,928百万円（前期比17.0％増、17,877百万円増）となりました。これは、既存店の売上が前期比4.5％

増加したことに加えて、43店舗の新規出店が寄与したことによるものです。また、商品群別では専門性の高いヘルス・アン

ド・ビューティ部門（調剤、ヘルスケア、ビューティケア）の売上の構成比が65.1％と前期より0.8ポイント高まっており

ます。特に、調剤部門は、前期比138.0％、構成比で1.2ポイントもの大幅な伸びを示しており、ついで、ビューティケア部門

も前期比118.1％、構成比で0.3ポイント上昇しております。

 

（売上原価および売上総利益）

　売上原価は、87,908百万円（前期比16.6％増、12,490百万円増）となり、売上総利益は、35,020百万円（前期比18.2％増、

5,386百万円増）となりました。売上総利益率では、前述のように売上総利益率の高いヘルス・アンド・ビューティ部門の

売上高比率が上昇したことにより、売上総利益率は前期比0.3ポイント上昇し28.5％となりました。

 

（販売費及び一般管理費）

　販売費及び一般管理費は、29,078百万円（前期比18.3％増、4,500百万円増）となり、売上高販管費比率は前期の23.4％か

ら0.3ポイント上昇し23.7％となりました。その主因は、賞与を業績連動に変更したことや新規出店に伴う人件費の増加に

より、売上高人件費は0.3ポイント上昇し、また、賃借料の高い関西地区への出店に伴い売上高賃借料比率が0.1ポイント上

昇いたしました。一方、広告宣伝費は、効率化に努めた結果、売上高比率で0.1ポイント減少することが出来ました。

 

（営業利益）

　以上の結果、営業利益は5,941百万円（前期比17.5％増、886百万円増）となりました。なお、売上高に対する比率は前期と

同率の4.8％となりました。

 

（経常利益）

　営業外収益が948百万円（前期比13.4％増、111百万円増）となり、営業外費用は、340百万円（前期比247.8％増、242百万

円増）となりました。営業外費用の増加要因の主なものは、公募増資に伴う費用が計上されたために発生した費用等であ

ります。

　その結果、経常利益は6,549百万円（前期比13.0％増、755百万円増）となりました。

 

（当期純利益）

　退店・店舗改装に伴う固定資産除却損等により特別損失が137百万円（前期比17.6％減、29百万円減）となりました。

　以上の結果、当期純利益は過去最高益の3,744百万円（前期比19.3％増、604百万円増）となりました。その結果、売上高に

対する比率は前期と同率の3.0％となりました。
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（訂正後）

（売上高）

　当期の売上高は、122,928百万円（前期比17.0％増、17,877百万円増）となりました。これは、既存店の売上が前期比4.5％

増加したことに加えて、43店舗の新規出店が寄与したことによるものです。また、商品群別では専門性の高いヘルス・アン

ド・ビューティ部門（調剤、ヘルスケア、ビューティケア）の売上の構成比が65.1％と前期より0.8ポイント高まっており

ます。特に、調剤部門は、前期比138.0％、構成比で1.2ポイントもの大幅な伸びを示しており、ついで、ビューティケア部門

も前期比118.1％、構成比で0.3ポイント上昇しております。

 

（売上原価および売上総利益）

　売上原価は、87,908百万円（前期比16.6％増、12,490百万円増）となり、売上総利益は、35,020百万円（前期比18.2％増、

5,386百万円増）となりました。売上総利益率では、前述のように売上総利益率の高いヘルス・アンド・ビューティ部門の

売上高比率が上昇したことにより、売上総利益率は前期比0.3ポイント上昇し28.5％となりました。

 

（販売費及び一般管理費）

　販売費及び一般管理費は、29,078百万円（前期比18.3％増、4,500百万円増）となり、売上高販管費比率は前期の23.4％か

ら0.3ポイント上昇し23.7％となりました。その主因は、賞与を業績連動に変更したことや新規出店に伴う人件費の増加に

より、売上高人件費は0.3ポイント上昇し、また、賃借料の高い関西地区への出店に伴い売上高賃借料比率が0.1ポイント上

昇いたしました。一方、広告宣伝費は、効率化に努めた結果、売上高比率で0.1ポイント減少することが出来ました。

 

（営業利益）

　以上の結果、営業利益は5,941百万円（前期比17.5％増、886百万円増）となりました。なお、売上高に対する比率は前期と

同率の4.8％となりました。

 

（経常利益）

　営業外収益が948百万円（前期比13.4％増、111百万円増）となり、営業外費用は、340百万円（前期比247.8％増、242百万

円増）となりました。営業外費用の増加要因の主なものは、公募増資に伴う費用が計上されたために発生した費用等であ

ります。

　その結果、経常利益は6,549百万円（前期比13.0％増、755百万円増）となりました。

 

（当期純利益）

　貸倒引当金繰入額及び退店・店舗改装に伴う固定資産除却損等により特別損失が317百万円（前期比14.6％減、54百万円

減）となりました。

　以上の結果、当期純利益は過去最高益の3,635百万円（前期比20.5％増、619百万円増）となりました。その結果、売上高に

対する比率は3.0％となり前期より0.1ポイント上昇しました。
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第５【経理の状況】
 

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

（訂正前）

  
当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   32,025,497 

２．売掛金   2,247,151 

３．たな卸資産   22,689,769 

４．繰延税金資産   941,768 

５．その他   2,878,080 

貸倒引当金   △363  

流動資産合計   60,781,90362.6

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※２ 22,364,066   

減価償却累計額  7,975,67414,388,391 

(2）土地 ※２  6,066,788 

(3）建設仮勘定   90,227  

(4）その他  3,291,516   

減価償却累計額  1,983,9681,307,547 

有形固定資産合計   21,852,95522.5

２．無形固定資産     

(1）連結調整勘定   1,978,336 

(2）その他   1,750,668 

無形固定資産合計   3,729,0043.9
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当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  285,091 

(2）長期貸付金   74,000  

(3）差入保証金   8,253,182 

(4）繰延税金資産   875,282 

(5）その他 ※１  1,282,975 

投資損失引当金   △43,000  

貸倒引当金   △57,639  

投資その他の資産合計   10,669,89211.0

固定資産合計   36,251,85237.4

資産合計   97,033,755100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   20,721,710 

２．短期借入金   5,000,000 

３．未払法人税等   1,815,622 

４．賞与引当金   120,000 

５．その他   5,470,248 

流動負債合計   33,127,58134.1

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金   5,000,000 

２．退職給付引当金   677,130 

３．役員退職慰労引当金   564,246 

４．その他   700,142 

固定負債合計   6,941,5187.2

負債合計   40,069,10041.3

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   7,212,1837.4
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当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※３  15,434,58815.9

Ⅱ　資本剰余金   17,677,83818.2

Ⅲ　利益剰余金   16,608,79217.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   31,7160.1

Ⅴ　自己株式 ※４  △462△0.0

資本合計   49,752,47251.3

負債、少数株主持分及び資
本合計

  97,033,755100.0
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（訂正後）

  
当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   31,490,497 

２．売掛金   2,247,151 

３．たな卸資産   22,689,769 

４．繰延税金資産   941,768 

５．その他   2,921,580 

貸倒引当金   △363  

流動資産合計   60,290,40362.3

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※２ 22,364,066   

減価償却累計額  7,975,67414,388,391 

(2）土地 ※２  6,066,788 

(3）建設仮勘定   90,227  

(4）その他  3,291,516   

減価償却累計額  1,983,9681,307,547 

有形固定資産合計   21,852,95522.6

２．無形固定資産     

(1）連結調整勘定   1,978,336 

(2）その他   1,750,668 

無形固定資産合計   3,729,0043.9
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当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  285,091 

(2）長期貸付金   74,000  

(3）差入保証金   8,253,182 

(4）繰延税金資産   1,071,342 

(5）その他 ※１  1,774,475 

投資損失引当金   △43,000  

貸倒引当金   △549,139 

投資その他の資産合計   10,865,95211.2

固定資産合計   36,447,91137.7

資産合計   96,738,315100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   20,721,710 

２．短期借入金   5,000,000 

３．未払法人税等   1,815,622 

４．賞与引当金   120,000 

５．その他   5,470,248 

流動負債合計   33,127,58134.2

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金   5,000,000 

２．退職給付引当金   677,130 

３．役員退職慰労引当金   564,246 

４．その他   700,142 

固定負債合計   6,941,5187.2

負債合計   40,069,10041.4

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   7,212,1837.5
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当連結会計年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※３  15,434,58816.0

Ⅱ　資本剰余金   17,677,83818.3

Ⅲ　利益剰余金   16,313,35116.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   31,7160.0

Ⅴ　自己株式 ※４  △462△0.0

資本合計   49,457,03151.1

負債、少数株主持分及び資
本合計

  96,738,315100.0
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（税効果会計関係）

（訂正前）

当連結会計年度
（平成18年２月28日現在）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

 

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

576,877

未払事業税 174,188

賞与引当金 48,720

一括償却資産限度超過額 35,571

未払事業所税 28,086

その他 79,180

繰延税金資産（流動）合計 942,624

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金認容額 △856

繰延税金資産（流動）の純額 941,768

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 225,252

退職給付引当金 269,816

減価償却超過額 144,540

減損損失 943,947

その他 242,605

繰延税金資産（固定）小計 1,826,162

評価性引当額 △852,638

繰延税金資産（固定）合計 973,524

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △71,277

その他有価証券評価差額金 △25,539

その他 △1,424

繰延税金負債（固定）合計 △98,241

繰延税金資産（固定）の純額 875,282

繰延税金資産の純額 1,817,050
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（訂正後）

当連結会計年度
（平成18年２月28日現在）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

 

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

576,877

未払事業税 174,188

賞与引当金 48,720

一括償却資産限度超過額 35,571

未払事業所税 28,086

その他 79,180

繰延税金資産（流動）合計 942,624

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金認容額 △856

繰延税金資産（流動）の純額 941,768

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 225,252

退職給付引当金 269,816

減価償却超過額 144,540

減損損失 943,947

貸倒引当金 219,461

その他 219,203

繰延税金資産（固定）小計 2,022,222

評価性引当額 △852,638

繰延税金資産（固定）合計 1,169,583

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △71,277

その他有価証券評価差額金 △25,539

その他 △1,424

繰延税金負債（固定）合計 △98,241

繰延税金資産（固定）の純額 1,071,342

繰延税金資産の純額 2,013,110
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

（訂正前）

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

 
ドラッグスト
ア事業
（千円）

ディスカウン
トストア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 － － － － －

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 － － － － －

営業費用 － － － － －

営業利益 － － － － －

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支
出

     

資産 39,541,30923,995,02763,536,33733,497,41897,033,755

減価償却費 － － － － －

減損損失 － － － － －

資本的支出 － － － － －

　（注）１．事業の区分の方法

事業区分は、事業の内容の種類により区分しております。

２．各事業区分の主な内容

 事業区分 事業の内容

 ドラッグストア事業 調剤併設型ドラッグストア

 ディスカウントストア事業 ディスカウントストア

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、33,497,418千円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現預金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

４．連結子会社株式のみなし取得日が期末日のため連結財務諸表のうち連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書

は作成していないため、売上高、営業費用及び営業利益、減価償却費、減損損失及び資本的支出は記載しておりませ

ん。
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（訂正後）

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

 
ドラッグスト
ア事業
（千円）

ディスカウン
トストア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 － － － － －

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 － － － － －

営業費用 － － － － －

営業利益 － － － － －

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支
出

     

資産 39,006,30923,995,02763,001,33733,736,97796,738,315

減価償却費 － － － － －

減損損失 － － － － －

資本的支出 － － － － －

　（注）１．事業の区分の方法

事業区分は、事業の内容の種類により区分しております。

２．各事業区分の主な内容

 事業区分 事業の内容

 ドラッグストア事業 調剤併設型ドラッグストア

 ディスカウントストア事業 ディスカウントストア

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、33,736,977千円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現預金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

４．連結子会社株式のみなし取得日が期末日のため連結財務諸表のうち連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書

は作成していないため、売上高、営業費用及び営業利益、減価償却費、減損損失及び資本的支出は記載しておりませ

ん。
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（１株当たり情報）

（訂正前）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

１株当たり純資産額 1,663円99銭

　

 

（訂正後）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

１株当たり純資産額 1,654円11銭
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（重要な後発事象）

（訂正前）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　平成18年１月10日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。

(1）平成18年３月１日付をもって普通株式１株を２株

に分割しております。

①　分割により増加する株式数

普通株式　　　29,894,000株

②　分割方式

　平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。

(2）配当起算日

平成18年３月１日

　当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合

の当連結会計年度における１株当たり情報は、以下

のとおりとなります。

当連結会計年度

１株当たり純資産額 832円00銭
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（訂正後）

当連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　平成18年１月10日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。

(1）平成18年３月１日付をもって普通株式１株を２株

に分割しております。

①　分割により増加する株式数

普通株式　　　29,894,000株

②　分割方式

　平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。

(2）配当起算日

平成18年３月１日

　当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合

の当連結会計年度における１株当たり情報は、以下

のとおりとなります。

当連結会計年度

１株当たり純資産額 827円06銭
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

（訂正前）

  
前事業年度

（平成17年２月28日）
当事業年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   6,466,163  30,199,057 

２．売掛金   1,398,645  2,089,383 

３．商品   13,051,453  16,176,842 

４．貯蔵品   123,841  156,451 

５．前払費用   398,168  462,309 

６．繰延税金資産   693,963  804,208 

７．関係会社短期貸付金   －   1,000,000 

８．未収入金   2,068,720  1,823,296 

９．その他   4,126   26,948  

流動資産合計   24,205,08358.2  52,738,49965.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  9,730,349   11,703,091   

減価償却累計額  1,891,5357,838,814 2,474,5299,228,562 

(2）構築物  1,424,874   1,615,058   

減価償却累計額  627,100797,774 771,195843,863 

(3）車両運搬具  7,130   7,130   

減価償却累計額  5,117 2,012  5,759 1,370  

(4）器具備品  1,941,846   2,449,158   

減価償却累計額  1,017,320924,526 1,302,5401,146,617 

(5）土地   460,265  460,265 

(6）建設仮勘定   537,863  90,227  

有形固定資産合計   10,561,25625.4  11,770,90714.6
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前事業年度

（平成17年２月28日）
当事業年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

(1）営業権   42,000   －  

(2）借地権   253,791  287,895 

(3）ソフトウェア   200,766  830,890 

(4）その他   205,247  156,186 

無形固定資産合計   701,8051.7  1,274,9731.6

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   960,925  77,463  

(2）関係会社株式   －   9,216,420 

(3）出資金   5,460   13,912  

(4）関係会社出資金   12,000   12,000  

(5）関係会社長期貸付金   67,700   74,000  

(6）長期前払費用   396,328  469,920 

(7）繰延税金資産   435,621  460,595 

(8）差入保証金   3,933,576  4,509,800 

(9）その他   289,344  289,164 

投資損失引当金   －   △43,000  

投資その他の資産合計   6,100,95714.7  15,080,27518.6

固定資産合計   17,364,01941.8  28,126,15634.8

資産合計   41,569,103100.0  80,864,655100.0
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前事業年度

（平成17年２月28日）
当事業年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   12,639,433  13,687,223 

２．短期借入金   －   5,000,000 

３．未払金   1,806,520  2,209,584 

４．未払費用   1,848,132  2,206,994 

５．未払法人税等   1,401,507  1,656,622 

６．未払消費税等   348,277  150,355 

７．前受金   4,979   9,221  

８．預り金   32,835   41,123  

９．その他   20,165   34,328  

流動負債合計   18,101,85243.5  24,995,45430.9

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   －   5,000,000 

２．退職給付引当金   381,509  496,194 

３．役員退職慰労引当金   510,136  539,637 

４．預り保証金   48,815   87,311  

固定負債合計   940,4602.3  6,123,1437.6

負債合計   19,042,31245.8  31,118,59738.5

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※１  3,588,3388.6  15,434,58819.1

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  5,838,338   17,677,838   

資本剰余金合計   5,838,33814.0  17,677,83821.9

Ⅲ　利益剰余金        

１．利益準備金  90,500   90,500   

２．任意積立金        

(1）特別償却準備金  3,844   2,582   

(2）別途積立金  9,540,000   12,540,000   

３．当期未処分利益  3,544,131   3,975,709   

利益剰余金合計   13,178,47531.7  16,608,79220.5

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   △77,898△0.1  25,3020.0

Ⅴ　自己株式 ※２  △462△0.0  △462△0.0

資本合計   22,526,79054.2  49,746,05861.5

負債・資本合計   41,569,103100.0  80,864,655100.0
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（訂正後）

  
前事業年度

（平成17年２月28日）
当事業年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   6,146,163  29,664,057 

２．売掛金   1,398,645  2,089,383 

３．商品   13,051,453  16,176,842 

４．貯蔵品   123,841  156,451 

５．前払費用   398,168  462,309 

６．繰延税金資産   693,963  804,208 

７．関係会社短期貸付金   －   1,000,000 

８．未収入金   2,068,720  1,823,296 

９．その他   52,626   70,448  

流動資産合計   23,933,58357.8  52,246,99964.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  9,730,349   11,703,091   

減価償却累計額  1,891,5357,838,814 2,474,5299,228,562 

(2）構築物  1,424,874   1,615,058   

減価償却累計額  627,100797,774 771,195843,863 

(3）車両運搬具  7,130   7,130   

減価償却累計額  5,117 2,012  5,759 1,370  

(4）器具備品  1,941,846   2,449,158   

減価償却累計額  1,017,320924,526 1,302,5401,146,617 

(5）土地   460,265  460,265 

(6）建設仮勘定   537,863  90,227  

有形固定資産合計   10,561,25625.5  11,770,90714.6
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前事業年度

（平成17年２月28日）
当事業年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

(1）営業権   42,000   －  

(2）借地権   253,791  287,895 

(3）ソフトウェア   200,766  830,890 

(4）その他   205,247  156,186 

無形固定資産合計   701,8051.7  1,274,9731.6

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   960,925  77,463  

(2）関係会社株式   －   9,216,420 

(3）出資金   5,460   13,912  

(4）関係会社出資金   12,000   12,000  

(5）関係会社長期貸付金   67,700   74,000  

(6）長期前払費用   396,328  469,920 

(7）繰延税金資産   559,879  656,654 

(8）差入保証金   3,933,576  4,509,800 

(9）その他   600,844  780,664 

投資損失引当金   －   △43,000  

貸倒引当金   △311,500  △491,500 

投資その他の資産合計   6,225,21415.0  15,276,33519.0

固定資産合計   17,488,27742.2  28,322,21535.2

資産合計   41,421,860100.0  80,569,214100.0
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前事業年度

（平成17年２月28日）
当事業年度

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   12,639,433  13,687,223 

２．短期借入金   －   5,000,000 

３．未払金   1,846,520  2,209,584 

４．未払費用   1,848,132  2,206,994 

５．未払法人税等   1,401,507  1,656,622 

６．未払消費税等   348,277  150,355 

７．前受金   4,979   9,221  

８．預り金   32,835   41,123  

９．その他   20,165   34,328  

流動負債合計   18,141,85243.8  24,995,45431.0

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   －   5,000,000 

２．退職給付引当金   381,509  496,194 

３．役員退職慰労引当金   510,136  539,637 

４．預り保証金   48,815   87,311  

固定負債合計   940,4602.3  6,123,1437.6

負債合計   19,082,31246.1  31,118,59738.6

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※１  3,588,3388.7  15,434,58819.2

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  5,838,338   17,677,838   

資本剰余金合計   5,838,33814.1  17,677,83822.0

Ⅲ　利益剰余金        

１．利益準備金  90,500   90,500   

２．任意積立金        

(1）特別償却準備金  3,844   2,582   

(2）別途積立金  9,540,000   12,540,000   

３．当期未処分利益  3,356,888   3,680,269   

利益剰余金合計   12,991,23331.3  16,313,35120.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   △77,898△0.2  25,3020.0

Ⅴ　自己株式 ※２  △462△0.0  △462△0.0

資本合計   22,339,54753.9  49,450,61761.4

負債・資本合計   41,421,860100.0  80,569,214100.0
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②【損益計算書】

（訂正前）

  
前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   105,051,336100.0  122,928,724100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  11,897,472   13,051,453   

２．当期商品仕入高  76,571,250   91,033,613   

合計  88,468,723   104,085,066   

３．商品期末たな卸高  13,051,45375,417,26971.816,176,84287,908,22471.5

売上総利益   29,634,06628.2  35,020,49928.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  2,788,722   3,060,677   

２．景品費  795,729   1,029,084   

３．役員報酬  207,098   218,425   

４．給与手当  9,937,686   11,882,126   

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 35,505   36,567   

６．退職給付費用  115,417   155,003   

７．法定福利厚生費  930,392   1,178,753   

８．賃借料  4,590,797   5,525,490   

９．減価償却費  1,057,899   1,271,779   

10．水道光熱費  998,885   1,136,981   

11．消耗品費  836,762   864,885   

12．租税公課  490,756   820,902   

13．支払手数料  586,061   659,386   

14．その他  1,206,74024,578,45723.41,238,52729,078,59123.7

営業利益   5,055,6094.8  5,941,9084.8

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  19,928   42,221   

２．受取配当金  137   15,180   

３．広告宣伝用器具受贈益  315,123   320,788   

４．賃貸料収入  109,894   103,864   

５．受取手数料  341,395   384,518   

６．その他  49,796836,2760.8 81,479948,0530.8
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前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  －   21,578   

２．障害者雇用納付金  8,450   －   

３．現金過不足  3,639   －   

４．事故処理費  1,819   －   

５．リース解約損  48,408   18,908   

６．買収調査費用  33,500   －   

７．賃貸原価  －   85,536   

８．店舗開発費用  －   55,518   

９．新株発行費  －   132,108   

10．その他  1,946 97,7650.1 26,363340,0130.3

経常利益   5,794,1205.5  6,549,9475.3

Ⅵ　特別利益        

１．投資有価証券売却益  8,000   －   

２．店舗賃貸解約益  － 8,0000.0 600 600 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※１ 388   －   

２．固定資産除却損 ※２ 130,443   86,412   

３．店舗賃借解約損  19,650   6,288   

４．投資損失引当金繰入額  －   43,000   

５．その他  16,480166,9620.1 1,809 137,5100.1

税引前当期純利益   5,635,1585.4  6,413,0375.2

法人税、住民税及び事業
税

 2,741,000   2,872,700   

法人税等調整額  △245,2852,495,7142.4 △203,7042,668,9952.2

当期純利益   3,139,4433.0  3,744,0423.0

前期繰越利益   561,550  388,530 

中間配当額   156,863  156,863 

当期未処分利益   3,544,131  3,975,709 
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（訂正後）

  
前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   105,051,336100.0  122,928,724100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  11,897,472   13,051,453   

２．当期商品仕入高  76,571,250   91,033,613   

合計  88,468,723   104,085,066   

３．商品期末たな卸高  13,051,45375,417,26971.816,176,84287,908,22471.5

売上総利益   29,634,06628.2  35,020,49928.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  2,788,722   3,060,677   

２．景品費  795,729   1,029,084   

３．役員報酬  207,098   218,425   

４．給与手当  9,937,686   11,882,126   

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 35,505   36,567   

６．退職給付費用  115,417   155,003   

７．法定福利厚生費  930,392   1,178,753   

８．賃借料  4,590,797   5,525,490   

９．減価償却費  1,057,899   1,271,779   

10．水道光熱費  998,885   1,136,981   

11．消耗品費  836,762   864,885   

12．租税公課  490,756   820,902   

13．支払手数料  586,061   659,386   

14．その他  1,206,74024,578,45723.41,238,52729,078,59123.7

営業利益   5,055,6094.8  5,941,9084.8

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  19,928   42,221   

２．受取配当金  137   15,180   

３．広告宣伝用器具受贈益  315,123   320,788   

４．賃貸料収入  109,894   103,864   

５．受取手数料  341,395   384,518   

６．その他  49,796836,2760.8 81,479948,0530.8
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前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  －   21,578   

２．障害者雇用納付金  8,450   －   

３．現金過不足  3,639   －   

４．事故処理費  1,819   －   

５．リース解約損  48,408   18,908   

６．買収調査費用  33,500   －   

７．賃貸原価  －   85,536   

８．店舗開発費用  －   55,518   

９．新株発行費  －   132,108   

10．その他  1,949 97,7650.1 26,363340,0130.3

経常利益   5,794,1205.5  6,549,9475.3

Ⅵ　特別利益        

１．投資有価証券売却益  8,000   －   

２．店舗賃貸解約益  － 8,0000.0 600 600 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※１ 388   －   

２．固定資産除却損 ※２ 130,443   86,412   

３．店舗賃借解約損  19,650   6,288   

４．投資損失引当金繰入額  －   43,000   

５．貸倒引当金繰入額  205,000   180,000   

６．その他  16,480371,9620.3 1,809 317,5100.2

税引前当期純利益   5,430,1585.2  6,233,0375.1

法人税、住民税及び事業
税

 2,741,000   2,872,700   

法人税等調整額  △327,0592,413,9402.3 △275,5062,597,1932.1

当期純利益   3,016,2182.9  3,635,8443.0

前期繰越利益   497,533  201,287 

中間配当額   156,863  156,863 

当期未処分利益   3,356,888  3,680,269 
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③【キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  
前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

   

税引前当期純利益  5,635,158 6,413,037

減価償却費  1,057,899 1,281,738

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △320,421 －

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 94,048 114,684

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 31,878 29,501

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 － 43,000

受取利息及び受取配当
金

 △20,065 △57,402

投資有価証券売却益  △8,000 －

広告宣伝用器具受贈益  △245,072 △228,486

支払利息  － 21,578

固定資産除却損  115,778 68,996

売上債権の増減額（増
加：△）

 △406,863 △690,738

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △1,184,732 △3,157,998

前払費用の増減額（増
加：△）

 △84,536 △59,563

未収入金の増減額（増
加：△）

 △580,026 246,346

仕入債務の増減額（減
少：△）

 1,251,524 1,318,548

未払金の増減額（減
少：△）

 199,858 640,697

未払費用の増減額（減
少：△）

 296,237 358,861

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 70,409 △172,070

役員賞与の支払額  △5,000 －

その他  72,824 210,290

小計  5,970,901 6,381,021

利息及び配当金の受取
額

 20,022 57,019

利息の支払額  － △20,473

法人税等の支払額  △2,918,891 △2,798,772

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,072,032 3,618,795
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前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ
・フロー

   

定期預金及び定期積金
の預入れによる支出

 △521,100 △530,400

定期預金及び定期積金
の払戻による収入

 420,200 539,200

有形固定資産の取得に
よる支出

 △3,228,565 △2,225,525

有形固定資産の売却に
よる収入

 1,019 －

無形固定資産の取得に
よる支出

 △303,714 △751,098

関係会社株式の取得に
よる支出

 － △8,161,270

投資有価証券の取得に
よる支出

 △1,055,150 －

投資有価証券の売却に
よる収入

 78,000 －

貸付による支出  △4,500 △1,006,300

差入保証金による支出  △1,083,857 △757,371

差入保証金の返還によ
る収入

 115,314 157,677

その他の投資増減額
（増加：△）

 △429,939 △382,969

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △6,012,293 △13,118,057

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

   

短期借入金による収入  － 5,000,000

長期借入金による収入  － 5,000,000

株式の発行による収入  － 23,553,641

自己株式取得による支
出

 △221 －

配当金の支払額  △286,823 △312,685

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △287,045 33,240,956

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 △3,227,306 23,741,694

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 9,280,870 6,053,563

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 6,053,563 29,795,257
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（訂正後）

  
前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

   

税引前当期純利益  5,430,158 6,233,037

減価償却費  1,057,899 1,281,738

投資損失引当金の増減
額（減少：△）

 － 43,000

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 205,000 180,000

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △320,421 －

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 94,048 114,684

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 31,878 29,501

受取利息及び受取配当
金

 △20,065 △57,402

投資有価証券売却益  △8,000 －

広告宣伝用器具受贈益  △245,072 △228,486

支払利息  － 21,578

固定資産除却損  115,778 68,996

売上債権の増減額（増
加：△）

 △406,863 △690,738

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △1,184,732 △3,157,998

前払費用の増減額（増
加：△）

 △84,536 △59,563

未収入金の増減額（増
加：△）

 △580,026 246,346

仕入債務の増減額（減
少：△）

 1,171,524 1,318,548

未払金の増減額（減
少：△）

 199,858 600,697

未払費用の増減額（減
少：△）

 296,237 358,861

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 70,409 △172,070

役員賞与の支払額  △5,000 －

その他  △167,175 35,290

小計  5,650,901 6,166,021

利息及び配当金の受取
額

 20,022 57,019

利息の支払額  － △20,473

法人税等の支払額  △2,918,891 △2,798,772

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,752,032 3,403,795
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前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ
・フロー

   

定期預金及び定期積金
の預入れによる支出

 △521,100 △530,400

定期預金及び定期積金
の払戻による収入

 420,200 539,200

有形固定資産の取得に
よる支出

 △3,228,565 △2,225,525

有形固定資産の売却に
よる収入

 1,019 －

無形固定資産の取得に
よる支出

 △303,714 △751,098

関係会社株式の取得に
よる支出

 － △8,161,270

投資有価証券の取得に
よる支出

 △1,055,150 －

投資有価証券の売却に
よる収入

 78,000 －

貸付による支出  △4,500 △1,006,300

差入保証金による支出  △1,083,857 △757,371

差入保証金の返還によ
る収入

 115,314 157,677

その他の投資増減額
（増加：△）

 △429,939 △382,969

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △6,012,293 △13,118,057

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

   

短期借入金による収入  － 5,000,000

長期借入金による収入  － 5,000,000

株式の発行による収入  － 23,553,641

自己株式取得による支
出

 △221 －

配当金の支払額  △286,823 △312,685

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △287,045 33,240,956

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 △3,547,306 23,526,694

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 9,280,870 5,733,563

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 5,733,563 29,260,257
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④【利益処分計算書】

（訂正前）

  
前事業年度
株主総会承認日

（平成17年５月23日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年５月22日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   3,544,131  3,975,709

Ⅱ　任意積立金取崩高      

特別償却準備金取崩高  1,262 1,262 1,262 1,262

合　　計   3,545,393  3,976,972

Ⅲ　利益処分額      

１．配当金  156,863  239,150  

２．取締役賞与金  －  9,300  

３．任意積立金      

別途積立金  3,000,0003,156,8633,000,0003,248,450

Ⅳ　次期繰越利益   388,530  728,521

      

 

（訂正後）

  
前事業年度
株主総会承認日

（平成17年５月23日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年５月22日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   3,356,888  3,680,269

Ⅱ　任意積立金取崩高      

特別償却準備金取崩高  1,262 1,262 1,262 1,262

合　　計   3,358,150  3,681,531

Ⅲ　利益処分額      

１．配当金  156,863  239,150  

２．取締役賞与金  －  9,300  

３．任意積立金      

別途積立金  3,000,0003,156,8633,000,0003,248,450

Ⅳ　次期繰越利益   201,287  433,080
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重要な会計方針

（訂正前）

項目
前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（中略） （中略） （中略）

５．引当金の計上基準 (1）　　　　────── (1）投資損失引当金

  　関係会社への投資に対する損失に備

えるため、当該会社の財政状態等を勘

案し、損失見込額を計上しております。

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

 ────── ──────

 （追加情報）  

 　労働組合との協約により、賞与支給対象

期間の改定（夏季賞与は12月１日～５月

31日を３月１日～８月31日に、冬季賞与

は６月１日～11月30日を９月１日～２月

28日に）、及び決算賞与制度の新設（支

給対象期間は３月１日～２月28日）を

行っております。

　当社は移行措置として、平成16年夏季賞

与の支給対象期間を平成15年12月１日か

ら平成16年８月31日までとして支給して

おります。

　この支給対象期間の変更による損益に

与える影響はありません。

 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金

 　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

　なお、過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により費

用処理しております。

　また、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法によ

りそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

同左

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金

 　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

同左
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（訂正後）

項目
前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（中略） （中略） （中略）

５．引当金の計上基準 (1）　　　　────── (1）投資損失引当金

  　関係会社への投資に対する損失に備

えるため、当該会社の財政状態等を勘

案し、損失見込額を計上しております。

 (2）貸倒引当金 (2）貸倒引当金

 　債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

同左

 (3）賞与引当金 (3）賞与引当金

 ────── ──────

 （追加情報）  

 　労働組合との協約により、賞与支給対象

期間の改定（夏季賞与は12月１日～５月

31日を３月１日～８月31日に、冬季賞与

は６月１日～11月30日を９月１日～２月

28日に）、及び決算賞与制度の新設（支

給対象期間は３月１日～２月28日）を

行っております。

　当社は移行措置として、平成16年夏季賞

与の支給対象期間を平成15年12月１日か

ら平成16年８月31日までとして支給して

おります。

　この支給対象期間の変更による損益に

与える影響はありません。

 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金

 　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

　なお、過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により費

用処理しております。

　また、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法によ

りそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

同左

 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金

 　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

同左
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

平成17年２月28日 平成18年２月28日

 

 （千円）

現金及び預金勘定 6,466,163

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

412,600

現金及び現金同等物 6,053,563

　

 

 （千円）

現金及び預金勘定 30,199,057

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

403,800

現金及び現金同等物 29,795,257

　

 

（訂正後）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

平成17年２月28日 平成18年２月28日

 

 （千円）

現金及び預金勘定 6,146,163

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

412,600

現金及び現金同等物 5,733,563

　

 

 （千円）

現金及び預金勘定 29,664,057

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

403,800

現金及び現金同等物 29,260,257
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（税効果会計関係）

（訂正前）

前事業年度
（平成17年２月28日現在）

当事業年度
（平成18年２月28日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

513,682

未払事業税 117,707

一括償却資産限度超過額 35,997

未払事業所税 16,170

その他 11,262

繰延税金資産（流動）計 694,820

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金 △856

繰延税金資産（流動）の純額 693,963

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 203,493

退職給付引当金 152,184

一括償却資産限度超過額 19,529

その他有価証券評価差額金 51,694

その他 9,576

繰延税金資産（固定）計 436,478

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 △856

その他有価証券評価差額金 －

繰延税金資産（固定）の純額 435,621

繰延税金資産の純額 1,129,585

　

 

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

576,877

未払事業税 152,670

一括償却資産限度超過額 35,571

未払事業所税 19,909

その他 20,036

繰延税金資産（流動）計 805,065

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金 △856

繰延税金資産（流動）の純額 804,208

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 215,261

退職給付引当金 197,931

一括償却資産限度超過額 16,042

その他有価証券評価差額金 －

その他 48,150

繰延税金資産（固定）計 477,386

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 －

その他有価証券評価差額金 △16,791

繰延税金資産（固定）の純額 460,595

繰延税金資産の純額 1,264,804

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 （％）

法定実効税率 41.2

（調整）  

住民税均等割 2.1

その他 0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.3

　

 

 （％）

法定実効税率 39.9

（調整）  

住民税均等割 2.2

ＩＴ投資促進税制 △1.5

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.6
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（訂正後）

前事業年度
（平成17年２月28日現在）

当事業年度
（平成18年２月28日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

513,682

未払事業税 117,707

一括償却資産限度超過額 35,997

未払事業所税 16,170

その他 11,262

繰延税金資産（流動）計 69,820

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金 △856

繰延税金資産（流動）の純額 693,963

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 203,493

退職給付引当金 152,184

一括償却資産限度超過額 19,529

その他有価証券評価差額金 51,694

貸倒引当金 124,257

その他 9,576

繰延税金資産（固定）計 560,735

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 △856

その他有価証券評価差額金 －

繰延税金資産（固定）の純額 559,879

繰延税金資産の純額 1,253,842

　

 

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

576,877

未払事業税 152,670

一括償却資産限度超過額 35,571

未払事業所税 19,909

その他 20,036

繰延税金資産（流動）計 805,065

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金 △856

繰延税金資産（流動）の純額 804,208

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 215,261

退職給付引当金 197,931

一括償却資産限度超過額 16,042

その他有価証券評価差額金 －

貸倒引当金 196,059

その他 48,150

繰延税金資産（固定）計 673,446

繰延税金負債（固定）  

特別償却準備金 －

その他有価証券評価差額金 △16,791

繰延税金資産（固定）の純額 656,654

繰延税金資産の純額 1,460,863

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 （％）

法定実効税率 41.2

（調整）  

住民税均等割 2.2

その他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.5

　

 

 （％）

法定実効税率 39.9

（調整）  

住民税均等割 2.3

ＩＴ投資促進税制 △1.5

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.7
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（１株当たり情報）

（訂正前）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

１株当たり純資産額 861円65銭

１株当たり当期純利益金額 120円08銭

　

 

１株当たり純資産額 1,663円78銭

１株当たり当期純利益金額 141円68銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

　当社は、平成16年４月20日付をもって普通株式１株を２

株に分割しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たりの情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

 

１株当たり純資産額 755円87銭

１株当たり当期純利益金額 123円51銭

　

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当期純利益（千円） 3,139,443 3,744,042

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金）

（千円）
（－） （9,300）

普通株式に係る当期純利益（千円） 3,139,443 3,734,742

期中平均株式数（株） 26,143,865 26,359,607
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（訂正後）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

１株当たり純資産額 854円49銭

１株当たり当期純利益金額 115円37銭

　

 

１株当たり純資産額 1,653円90銭

１株当たり当期純利益金額 137円58銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

　当社は、平成16年４月20日付をもって普通株式１株を２

株に分割しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たりの情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

 

１株当たり純資産額 753円42銭

１株当たり当期純利益金額 121円80銭

　

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当期純利益（千円） 3,016,218 3,635,844

普通株主に帰属しない金額（千円） － 9,300

（うち利益処分による役員賞与金）

（千円）
（－） （9,300）

普通株式に係る当期純利益（千円） 3,016,218 3,626,544

期中平均株式数（株） 26,143,865 26,359,607
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（重要な後発事象）

（訂正前）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　平成17年３月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、

下記のとおり総額5,000,000千円の借入を実施しており

ます。

１．借入先：株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀

行、日本生命保険相互会社

２．利率：年　0.39％～0.454％

３．返済方法：期限一括

４．借入日：平成17年３月30日、31日及び４月１日

５．返済期限：平成20年２月29日～平成20年４月１日

６．資金の使途：設備資金

７．担保提供資産及び保証の内容：無担保・無保証のた

めありません。

１　平成18年１月10日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行してお

ります。

(1）平成18年３月１日付をもって普通株式１株を２株

に分割しております。

①　分割により増加する株式数

普通株式　　　29,894,000株

②　分割方式

　平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。

(2）配当起算日

平成18年３月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当期における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

430.82円 831.89円

１株当たり当期純利益金
額

１株当たり当期純利益金
額

60.04円 70.84円

なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式がない
ため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式がない
ため記載しておりませ
ん。
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（訂正後）

前事業年度
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

当事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　平成17年３月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、

下記のとおり総額5,000,000千円の借入を実施しており

ます。

１．借入先：株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀

行、日本生命保険相互会社

２．利率：年　0.39％～0.454％

３．返済方法：期限一括

４．借入日：平成17年３月30日、31日及び４月１日

５．返済期限：平成20年２月29日～平成20年４月１日

６．資金の使途：設備資金

７．担保提供資産及び保証の内容：無担保・無保証のた

めありません。

１　平成18年１月10日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。

(1）平成18年３月１日付をもって普通株式１株を２株

に分割しております。

①　分割により増加する株式数

普通株式　　　29,894,000株

②　分割方式

　平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。

(2）配当起算日

平成18年３月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当期における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

427.24円 826.95円

１株当たり当期純利益金
額

１株当たり当期純利益金
額

57.69円 68.79円

なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式がない
ため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式がない
ため記載しておりませ
ん。

　

 

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

訂正有価証券報告書

50/51



⑤【附属明細表】

【引当金明細表】

（訂正前）

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

投資損失引当金 － 43,000 － － 43,000

役員退職慰労引当金 510,136 36,567 7,066 － 539,637

 

（訂正後）

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

投資損失引当金 － 43,000 － － 43,000

貸倒引当金 311,500 180,000 － － 491,500

役員退職慰労引当金 510,136 36,567 7,066 － 539,637

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

（訂正前）

区分 金額（千円）

現金 1,564,997

預金の種類  

当座預金 200,546

普通預金 28,029,714

定期預金 100,000

定期積金 303,800

小計 28,634,060

合計 30,199,057

 

（訂正後）

区分 金額（千円）

現金 1,029,997

預金の種類  

当座預金 200,546

普通預金 28,029,714

定期預金 100,000

定期積金 303,800

小計 28,634,060

合計 29,664,057
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