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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。

　連結損益計算書においては、税効果会計の見直しにより法人税等調整額が５百万円増加し、当期純利益は6,861百万円となり

ました。

　連結貸借対照表においては、現金及び預金が480百万円減少、流動資産のその他が267百万円減少、流動資産の繰延税金資産が

108百万円増加、固定資産の繰延税金資産が199百万円増加し、この結果、利益剰余金は451百万円減少しました。

　同時に個別財務諸表の損益計算書におきましても、税効果会計の見直しにより法人税等調整額が５百万円増加し、当期純利益

は6,861百万円となりました。

　貸借対照表においては、現金及び預金が480百万円減少、未収入金が267百万円減少、流動資産の繰延税金資産が108百万円増

加、固定資産の繰延税金資産が199百万円増加し、この結果、利益剰余金は451百万円減少しました。

　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

２　仕入実績及び販売の状況

(1）商品仕入実績

７　財政状態及び経営成績の分析

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

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

②　連結損益計算書

③　連結株主資本等変動計算書

④　連結キャッシュ・フロー計算書

会計方針の変更

注記事項

（連結キャッシュ・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）
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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　株主資本等変動計算書

重要な会計方針

４．引当金の計上基準

会計方針の変更

注記事項

（税効果会計関係）

（１株当たり情報）

④　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22期 第23期 第24期 第25期 第26期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

売上高（百万円） － － － 217,229 248,134

経常利益（百万円） － － － 10,090 12,067

当期純利益（百万円） － － － 4,000 6,856

純資産額（百万円） － － 49,752 61,132 66,302

総資産額（百万円） － － 97,033 101,258 112,840

１株当たり純資産額（円） － － 1,663.99 891.00 1,047.10

１株当たり当期純利益金額
（円）

－ － － 66.91 108.27

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） － － 51.3 52.6 58.8

自己資本利益率（％） － － － 7.8 11.5

株価収益率（倍） － － － 32.13 26.14

営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － 8,760 10,928

投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － △14,517 △7,191

財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － △5,666 △4,934

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

－ － － 19,681 18,468

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
（－）

－
（－）

2,316
（3,279）

2,463
（3,352）

2,960
（4,359）

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第24期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。

３．第24期は、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第24期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。

４．第25期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月

９日）を適用しております。

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

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

売上高（百万円） － － － 217,229 248,134

経常利益（百万円） － － － 9,823 12,067

当期純利益（百万円） － － － 3,839 6,861

純資産額（百万円） － － 49,457 60,675 65,851

総資産額（百万円） － － 96,738 100,802 112,400

１株当たり純資産額（円） － － 1,654.11 883.37 1,039.97

１株当たり当期純利益金額
（円）

－ － － 64.22 108.35

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） － － 51.1 52.4 58.6

自己資本利益率（％） － － － 7.5 11.6

株価収益率（倍） － － － 33.48 26.12

営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － 8,785 10,958

投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － △14,517 △7,191

財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － △5,666 △4,934

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

－ － － 19,171 17,988

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
（－）

－
（－）

2,316
（3,279）

2,463
（3,352）

2,960
（4,359）

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第24期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。

３．第24期は、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第24期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。

４．第25期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月

９日）を適用しております。

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

（訂正前）

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

売上高（百万円） 87,429 105,051 122,928 144,999 167,976

経常利益（百万円） 5,750 5,794 6,549 7,946 10,239

当期純利益（百万円） 3,234 3,139 3,744 3,752 5,813

持分法を適用した場合の投資
利益（百万円）

－ － － － －

資本金（百万円） 3,588 3,588 15,434 15,434 15,434

発行済株式総数（株） 13,072,00026,144,00029,894,00059,788,00063,330,838

純資産額（百万円） 19,766 22,526 49,746 53,011 65,008

総資産額（百万円） 37,564 41,569 80,864 83,440 99,205

１株当たり純資産額（円） 1,511.74 861.65 1,663.78 886.67 1,026.67

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当額)
(円)

20.00
（10.00）

12.00
（6.00）

14.00
（6.00）

12.00
（4.00）

12.00
（4.00）

１株当たり当期純利益金額
（円）

247.02 120.08 141.68 62.77 91.80

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 52.6 54.2 61.5 63.5 65.5

自己資本利益率（％） 17.7 14.8 10.4 7.3 9.8

株価収益率（倍） 30.3 24.4 19.2 34.3 30.8

配当性向（％） 8.1 10.0 10.6 19.1 13.1

営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

3,437 3,072 3,618 － －

投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

△3,662 △6,012 △13,118 － －

財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

△261 △287 33,240 － －

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

9,280 6,053 29,795 － －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

1,103
（1,735）

1,418
（1,936）

1,646
（2,157）

1,777
（2,239）

2,112
（2,772）

　（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利益」を記載しておりません。なお、第24

期より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

平成18年　３月１日　　株式分割　　　　　　　　　　 29,894,000株

平成19年　３月１日　　株式交換に伴う新株式の発行　　3,542,838株

４．第25期及び第26期の１株当たり中間配当額には８月31日を基準日とする剰余金の配当を記載しております。また、

第25期の１株当たり配当額は創業30周年記念配当４円、第26期の１株当たり配当額は特別配当４円を含んでおりま
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す。

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

６．第25期より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動に

よるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高については記載

を要しないこととなっております。
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（訂正後）

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

売上高（百万円） 87,429 105,051 122,928 144,999 167,976

経常利益（百万円） 5,750 5,794 6,549 7,679 10,239

当期純利益（百万円） 3,189 3,016 3,635 3,592 5,818

持分法を適用した場合の投資
利益（百万円）

－ － － － －

資本金（百万円） 3,588 3,588 15,434 15,434 15,434

発行済株式総数（株） 13,072,00026,144,00029,894,00059,788,00063,330,838

純資産額（百万円） 19,702 22,339 49,450 52,555 64,557

総資産額（百万円） 37,620 41,421 80,569 82,984 98,765

１株当たり純資産額（円） 1,506.84 854.49 1,653.90 879.04 1,019.54

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当額)
(円)

20.00
（10.00）

12.00
（6.00）

14.00
（6.00）

12.00
（4.00）

12.00
（4.00）

１株当たり当期純利益金額
（円）

243.61 115.37 137.58 60.08 91.88

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 52.4 53.9 61.4 63.3 65.4

自己資本利益率（％） 17.5 14.3 10.1 7.0 9.9

株価収益率（倍） 30.7 25.4 19.8 35.8 30.8

配当性向（％） 8.2 10.4 10.2 20.0 13.1

営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

3,437 2,752 3,403 － －

投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

△3,662 △6,012 △13,118 － －

財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

△261 △287 33,240 － －

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

9,280 5,733 29,260 － －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

1,103
（1,735）

1,418
（1,936）

1,646
（2,157）

1,777
（2,239）

2,112
（2,772）

　（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利益」を記載しておりません。なお、第24

期より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

平成18年　３月１日　　株式分割　　　　　　　　　　 29,894,000株

平成19年　３月１日　　株式交換に伴う新株式の発行　　3,542,838株

４．第25期及び第26期の１株当たり中間配当額には８月31日を基準日とする剰余金の配当を記載しております。また、

第25期の１株当たり配当額は創業30周年記念配当４円、第26期の１株当たり配当額は特別配当４円を含んでおりま

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

６．第25期より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動に

よるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高については記載

を要しないこととなっております。
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(1）業績

（訂正前）

　当連結会計年度における我が国の経済は、堅調な企業収益を背景に景気は緩やかな回復基調で推移してきましたが、年度

後半においては、サブプライム問題や原油価格の高騰、急激な円高ドル安等の影響により、景気の先行きが不透明な状況と

なりました。

　当社グループが属する小売業界においては、雇用者賃金の伸び悩みに加え、住民税の定率減税の廃止や原油価格及び原材

料価格の高騰、さらには、食品を中心とする生活必需品の値上げ等の影響により、個人消費は低調に推移いたしました。

　とりわけ、第４四半期においては、１月の週末に大型寒波が到来した影響に加え、中部エリアから関西エリアにおいて花

粉飛散量が前年を大幅に下回るなど、季節要因等により非常に厳しい状況でありました。

 

　このような状況の中、当社グループは積極的な店舗展開を実施し、中部エリアに12店舗、関西エリアに16店舗、関東エリア

に12店舗の新規出店を行うとともに、平成19年９月３日付で関東エリアに97店舗のドラッグストアを経営する旧飯塚薬品

株式会社（現株式会社アールシステム　以下、旧飯塚薬品）を子会社化いたしました。また、旧飯塚薬品の一部店舗のリス

トラおよび不採算店舗等の統廃合により23店舗を退店し、当連結会計年度末における総店舗数は、624店舗（前期末対比

114店舗増）となりました。

　以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高2,481億34百万円（前年同期比14.2％増、309億５百万円増）、営業利

益108億79百万円（同17.6％増、16億28百万円増）、経常利益120億67百万円（同19.6％増、19億77百万円増）、当期純利益

は68億56百万円（同71.4％増、28億55百万円増）となり、過去最高益を更新することができました。なお、平成19年３月１

日を効力発生日として、株式会社ジャパン（以下、ジャパン）を当社（株式会社スギ薬局）の完全子会社とする株式交換

を実施いたしました。これにより、当社が保有するジャパン普通株式の比率が前年同期の50.1％から100.0％となり、当連

結会計年度においては、ジャパンの当期純利益に対する当社の持分割合が100.0％となっております。また、上記には、旧飯

塚薬品の６ヶ月間（平成19年９月１日～平成20年２月29日）の売上高84億22百万円、営業損失４億７百万円が連結対象と

なっております。なお、旧飯塚薬品を分割会社とし、飯塚薬品株式会社（以下、新飯塚薬品）を新設会社とする会社分割を

行っておりますが、分割日が平成20年２月28日であり新飯塚薬品に係わる営業損益は発生しておりません。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　なお、当社グループにおいて、ファーマシー事業は当社（株式会社スギ薬局）のみで構成されており、ドラッグ事業は

ジャパン、旧飯塚薬品及び株式会社ドラッグイイズカで構成されております。

 

・ファーマシー事業

　ファーマシー事業はスギ薬局のみで構成されております。

　当連結会計年度においては、積極的な店舗展開を目指したものの、改正建築基準法の影響により新規出店の遅れが発生し

たことにより、当期における新規出店は39店舗となりました。また、老朽化した店舗や不採算店舗の統廃合により12店舗を

退店いたしました。その結果、期末店舗数は395店舗（前期末比27店舗増）となりました。

　売上高につきましては、新規出店の遅れが発生する一方で、既存店売上高の伸率は、前年同期比8.2％増と好調に推移いた

しました。

　また、花粉症関連等の季節商材の売上減少等の要因はあったものの、処方箋応需枚数の増加やビューティケア商材の売上

増加等に牽引された結果、当連結会計年度におけるファーマシー事業の売上高は1,679億76百万円（前年同期比15.8％増、

229億77百万円増）となりました。

　売上総利益につきましては、紙製品など生活必需品の仕入価格の高騰や、花粉症関連等の季節商材の売上不振等の要因は

あったものの、処方箋調剤やビューティケア商材の値入率が改善したこと等により、売上総利益率は27.7％と前年同期の

水準を維持し、売上総利益465億18百万円（同16.0％増、64億02百万円増）となりました。

　販管費につきましては、旧飯塚薬品の子会社化に伴い人件費等の本部コストが計画を上回って推移する等の要因はあっ

たものの、店舗におけるコスト削減に努め、また、関東エリア及び関西エリアの既存店売上が高い伸びを示した結果、売上

高販管費比率は22.3％（前年同期より＋0.2ポイント改善）となり、販管費は374億12百万円（同14.6％増、47億57百万円

増）となりました。

　以上の結果、ファーマシー事業の営業利益率は5.4％（前年同期より＋0.2ポイント改善）となり、営業利益は91億５百万

円（同22.0％増、16億44百万円増）と過去最高益を更新することができました。

 

・ドラッグ事業
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　ドラッグ事業は、ジャパン、旧飯塚薬品及び株式会社ドラッグイイズカで構成されております。

　当連結会計年度においては、平成19年９月３日付で97店舗のドラッグストアを経営する旧飯塚薬品を子会社化するとと

もに、１店舗を新規出店いたしました。また、旧飯塚薬品の一部店舗のリストラや不採算店舗等の統廃合により11店舗を退

店いたしました。その結果、期末店舗数は229店舗（前期末比87店舗増）となりました。

　売上高につきましては、旧飯塚薬品を子会社化したこと等により、800億79百万円（前年同期比11.0％増、79億36百万円

増）となりました。

　売上総利益につきましては、品揃えの見直しを行うとともに、棚卸ロス率の改善、値入率の改善等に努めた結果、売上総利

益163億55百万円（同12.4％増）となり、売上総利益率は20.4％（前年同期より＋0.2ポイント改善）となりました。

　販管費につきましては、人件費等が増加したことにより146億35百万円（同15.9％増）となり、売上高販管費比率は

18.3％（前年同期より＋0.8ポイント増加）となりました。

　以上の結果、ドラッグ事業の営業利益率は2.1％（前年同期より0.6ポイント悪化）となり、営業利益は17億20百万円（同

10.3％減）となりました。
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（訂正後）

　当連結会計年度における我が国の経済は、堅調な企業収益を背景に景気は緩やかな回復基調で推移してきましたが、年度

後半においては、サブプライム問題や原油価格の高騰、急激な円高ドル安等の影響により、景気の先行きが不透明な状況と

なりました。

　当社グループが属する小売業界においては、雇用者賃金の伸び悩みに加え、住民税の定率減税の廃止や原油価格及び原材

料価格の高騰、さらには、食品を中心とする生活必需品の値上げ等の影響により、個人消費は低調に推移いたしました。

　とりわけ、第４四半期においては、１月の週末に大型寒波が到来した影響に加え、中部エリアから関西エリアにおいて花

粉飛散量が前年を大幅に下回るなど、季節要因等により非常に厳しい状況でありました。

 

　このような状況の中、当社グループは積極的な店舗展開を実施し、中部エリアに12店舗、関西エリアに16店舗、関東エリア

に12店舗の新規出店を行うとともに、平成19年９月３日付で関東エリアに97店舗のドラッグストアを経営する旧飯塚薬品

株式会社（現株式会社アールシステム　以下、旧飯塚薬品）を子会社化いたしました。また、旧飯塚薬品の一部店舗のリス

トラおよび不採算店舗等の統廃合により23店舗を退店し、当連結会計年度末における総店舗数は、624店舗（前期末対比

114店舗増）となりました。

　以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高2,481億34百万円（前年同期比14.2％増、309億５百万円増）、営業利

益108億79百万円（同21.1％増、18億96百万円増）、経常利益120億67百万円（同22.9％増、22億44百万円増）、当期純利益

は68億61百万円（同78.7％増、30億21百万円増）となり、過去最高益を更新することができました。なお、平成19年３月１

日を効力発生日として、株式会社ジャパン（以下、ジャパン）を当社（株式会社スギ薬局）の完全子会社とする株式交換

を実施いたしました。これにより、当社が保有するジャパン普通株式の比率が前年同期の50.1％から100.0％となり、当連

結会計年度においては、ジャパンの当期純利益に対する当社の持分割合が100.0％となっております。また、上記には、旧飯

塚薬品の６ヶ月間（平成19年９月１日～平成20年２月29日）の売上高84億22百万円、営業損失４億７百万円が連結対象と

なっております。なお、旧飯塚薬品を分割会社とし、飯塚薬品株式会社（以下、新飯塚薬品）を新設会社とする会社分割を

行っておりますが、分割日が平成20年２月28日であり新飯塚薬品に係わる営業損益は発生しておりません。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　なお、当社グループにおいて、ファーマシー事業は当社（株式会社スギ薬局）のみで構成されており、ドラッグ事業は

ジャパン、旧飯塚薬品及び株式会社ドラッグイイズカで構成されております。

 

・ファーマシー事業

　ファーマシー事業はスギ薬局のみで構成されております。

　当連結会計年度においては、積極的な店舗展開を目指したものの、改正建築基準法の影響により新規出店の遅れが発生し

たことにより、当期における新規出店は39店舗となりました。また、老朽化した店舗や不採算店舗の統廃合により12店舗を

退店いたしました。その結果、期末店舗数は395店舗（前期末比27店舗増）となりました。

　売上高につきましては、新規出店の遅れが発生する一方で、既存店売上高の伸率は、前年同期比8.2％増と好調に推移いた

しました。

　また、花粉症関連等の季節商材の売上減少等の要因はあったものの、処方箋応需枚数の増加やビューティケア商材の売上

増加等に牽引された結果、当連結会計年度におけるファーマシー事業の売上高は1,679億76百万円（前年同期比15.8％増、

229億77百万円増）となりました。

　売上総利益につきましては、紙製品など生活必需品の仕入価格の高騰や、花粉症関連等の季節商材の売上不振等の要因は

あったものの、処方箋調剤やビューティケア商材の値入率が改善したこと等により、売上総利益率は27.7％と前年同期の

水準を維持し、売上総利益465億18百万円（同16.7％増、66億69百万円増）となりました。

　販管費につきましては、旧飯塚薬品の子会社化に伴い人件費等の本部コストが計画を上回って推移する等の要因はあっ

たものの、店舗におけるコスト削減に努め、また、関東エリア及び関西エリアの既存店売上が高い伸びを示した結果、売上

高販管費比率は22.3％（前年同期より＋0.2ポイント改善）となり、販管費は374億12百万円（同14.6％増、47億57百万円

増）となりました。

　以上の結果、ファーマシー事業の営業利益率は5.4％（前年同期より＋0.4ポイント改善）となり、営業利益は91億５百万

円（同26.6％増、19億11百万円増）と過去最高益を更新することができました。

 

・ドラッグ事業

　ドラッグ事業は、ジャパン、旧飯塚薬品及び株式会社ドラッグイイズカで構成されております。

　当連結会計年度においては、平成19年９月３日付で97店舗のドラッグストアを経営する旧飯塚薬品を子会社化するとと

もに、１店舗を新規出店いたしました。また、旧飯塚薬品の一部店舗のリストラや不採算店舗等の統廃合により11店舗を退

店いたしました。その結果、期末店舗数は229店舗（前期末比87店舗増）となりました。

　売上高につきましては、旧飯塚薬品を子会社化したこと等により、800億79百万円（前年同期比11.0％増、79億36百万円
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増）となりました。

　売上総利益につきましては、品揃えの見直しを行うとともに、棚卸ロス率の改善、値入率の改善等に努めた結果、売上総利

益163億55百万円（同12.4％増）となり、売上総利益率は20.4％（前年同期より＋0.2ポイント改善）となりました。

　販管費につきましては、人件費等が増加したことにより146億35百万円（同15.9％増）となり、売上高販管費比率は

18.3％（前年同期より＋0.8ポイント増加）となりました。

　以上の結果、ドラッグ事業の営業利益率は2.1％（前年同期より0.6ポイント悪化）となり、営業利益は17億20百万円（同

10.3％減）となりました。
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(2）キャッシュ・フロー

（訂正前）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益は123億91百万円

（前年同期比43.5％増、37億57百万円増）と大きく増加したものの、有形固定資産の取得による支出、連結範囲の変更を伴

う子会社株式の売却による減少及び借入金の返済による支出等があり、前連結会計年度末に比べ12億13百万円減少し、当

連結会計年度末には184億68百万円となりました。

　当連結会計年度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）

　営業活動の結果得られた資金は、109億28百万円（同24.7％増、21億68百万円増）となりました。これは主に税金等調整前

当期純利益の123億91百万円に対し、資金減少要因として法人税等の支払額47億77百万円、資金増加要因として減価償却費

21億21百万円があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、71億91百万円（同50.5％減、73億26百万円減）となりました。

　これは主に有形固定資産の取得による支出が22億23百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による減少が20億

84百万円及び差入保証金による支出６億52百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、49億34百万円（同12.9％減、７億32百万円減）となりました。これは主に借入金の返済

及び社債の償還による支出40億71百万円と配当金の支払額７億31百万円があったこと等によるものであります。

 

（訂正後）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益は123億91百万円

（前年同期比48.1％増、40億24百万円増）と大きく増加したものの、有形固定資産の取得による支出、連結範囲の変更を伴

う子会社株式の売却による減少及び借入金の返済による支出等があり、前連結会計年度末に比べ11億83百万円減少し、当

連結会計年度末には179億88百万円となりました。

　当連結会計年度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）

　営業活動の結果得られた資金は、109億58百万円（同24.7％増、21億73百万円増）となりました。これは主に税金等調整前

当期純利益の123億91百万円に対し、資金減少要因として法人税等の支払額47億77百万円、資金増加要因として減価償却費

21億21百万円があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、71億91百万円（同50.5％減、73億26百万円減）となりました。

　これは主に有形固定資産の取得による支出が22億23百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による減少が20億

84百万円及び差入保証金による支出６億52百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、49億34百万円（同12.9％減、７億32百万円減）となりました。これは主に借入金の返済

及び社債の償還による支出40億71百万円と配当金の支払額７億31百万円があったこと等によるものであります。
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２【仕入実績及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

（訂正前）

　当社グループは生産を行っておりませんので、生産実績に代えて商品仕入実績を記載しております。

　当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

前年同期比（％）

ファーマシー事業（百万円） 123,651 114.9

ドラッグ事業（百万円） 63,544 110.0

合計 187,195 113.2

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（訂正後）

　当社グループは生産を行っておりませんので、生産実績に代えて商品仕入実績を記載しております。

　当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

前年同期比（％）

ファーマシー事業（百万円） 123,651 114.6

ドラッグ事業（百万円） 63,544 110.0

合計 187,195 113.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

（訂正前）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、184億68百万円となっております。これに営

業キャッシュ・フローと金融機関の借入枠等を勘案すれば、将来資金に対して充分な財源が存在していると認識しており

ます。

　また、資金の流動性については、上記の資金が184億68百万円、さらに６ケ月満期の定期預金が130億円、合計で現金及び預

金が314億68百万円あります。資金の流動性についてもかなり高いと認識しております。

 

（訂正後）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、179億88百万円となっております。これに営

業キャッシュ・フローと金融機関の借入枠等を勘案すれば、将来資金に対して充分な財源が存在していると認識しており

ます。

　また、資金の流動性については、上記の資金179億88百万円が、さらに６ケ月満期の定期預金が130億円、合計で現金及び預

金が309億88百万円あります。資金の流動性についてもかなり高いと認識しております。
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第４【提出会社の状況】
 

５【役員の状況】

（訂正前）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役社
長

 杉浦　広一 昭和25年７月22日生

昭和49年４月　有限会社鬼頭天昌堂薬局入

社

昭和51年12月　個人にてスギ薬局を創業

昭和57年３月　株式会社スギ薬局を設立

代表取締役社長就任（現

任）

（注）４ 8,112

代表取締役副
社長

ＣＳＲ室長 杉浦　昭子 昭和28年11月11日生

昭和57年３月　当社設立と同時に取締役就

任

平成５年４月　専務取締役就任

平成９年８月　取締役副社長就任

平成11年９月　取締役副社長管理部長

平成12年１月　取締役副社長管理本部長

平成13年５月　代表取締役副社長就任

平成20年４月　代表取締役副社長兼ＣＳＲ

室長（現任）

（注）４ 6,560

常務取締役 営業本部長 榊原　栄一 昭和31年８月14日生

昭和55年４月　セガミメディック株式会社

入社

昭和61年９月　当社入社

昭和63年３月　今川店店長

平成５年12月　本部部長

平成７年４月　取締役就任

平成９年８月　常務取締役営業本部長就任

平成16年３月　常務取締役商品本部長兼商

品企画部長

平成16年９月　常務取締役商品本部長兼商

品企画部長兼販売促進部長

平成17年４月　常務取締役営業本部長兼販

売促進部長

平成17年10月　常務取締役営業本部長（現

任）

（注）４ 152

常務取締役 経営管理室長 金井　哲治 昭和25年３月11日生

昭和49年４月　株式会社三井銀行入行

平成８年６月　株式会社セシール入社　取締

役就任

平成12年10月　株式会社日本リロケーショ

ン（現リロホールディン

グ）入社　経営推進室長

平成13年２月　同社取締役経営推進室長就

任

平成14年６月　シャディ株式会社取締役就

任

平成16年２月　当社入社　管理本部付

平成16年３月　管理本部長

平成16年５月　取締役管理本部長就任

平成17年５月　常務取締役管理本部長就任

平成19年６月　常務取締役経営管理室長

（現任）

（注）４ 0
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 開発本部長 佐藤　豊 昭和23年９月３日生

昭和51年８月　永井商事株式会社入社

平成元年６月　株式会社清水ドラッグスト

アー入社

平成10年８月　当社入社　店舗開発部長

平成15年４月　開発本部長

平成15年５月　取締役開発本部長就任

平成16年３月　取締役開発本部長兼建設部

長

平成17年４月　取締役開発本部長（現任）

（注）４ 5

取締役
医療事業本部
長

荒井　恵二 昭和43年４月30日生

平成４年10月　株式会社メディネット入社

平成６年９月　株式会社クレセル入社

平成11年４月　有限会社ファルマプラン設

立　取締役就任

平成13年10月　当社入社　薬事部長

平成15年５月　取締役薬事部長就任

平成17年４月　取締役人事教育本部長

平成18年３月　取締役営業本部副本部長

平成19年４月　取締役医療事業本部長兼在

宅医療営業部長

平成19年６月　取締役医療事業本部長（現

任）

（注）４ 0

取締役
営業本部関東
統括

神山　享三 昭和25年１月22日生

昭和47年４月　塩野義製薬株式会社入社

昭和48年２月　株式会社ダイエー入社

平成14年10月　当社入社

平成14年12月　二重堀店店長

平成15年４月　店舗運営部ＳＶ（スーパー

バイザー）

平成16年３月　店舗運営部統括ＳＶ

平成17年４月　店舗運営部長

平成17年５月　取締役店舗運営部長就任

平成18年３月　取締役内部監査室長

平成19年３月　取締役営業本部関東統括

（現任）

（注）４ 0

取締役
管理本部長兼
情報システム
部長

山口　博久 昭和31年８月10日生

昭和55年４月　株式会社三井銀行入行

平成13年６月　株式会社プログレスインタ

ラクティブ入社　執行役員　

ＣＦＯ

平成15年２月　株式会社ＫＩＡＣＯＮ入社　

ディレクター

平成16年２月　当社入社

平成16年３月　総務部長

平成17年５月　取締役総務部長就任

平成17年12月　取締役事業戦略室長兼総務

部長

平成19年６月　取締役管理本部長兼事業戦

略室長

平成20年４月　取締役管理本部長兼情報シ

ステム部長（現任）

（注）４ 0

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

18/77



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 経理部長 福田　壽義 昭和39年９月28日生

昭和63年４月　朝岡ワールド株式会社入社

平成元年７月　伊藤栄一税理士事務所入所

平成10年11月　当社入社　経理課課長

平成12年９月　経理部長

平成17年５月　取締役経理部長就任（現

任）

（注）４ 0

取締役 商品本部長 大田　貴雄 昭和26年12月23日生

平成17年３月　株式会社ダイエー　ホームリ

ビンググループ本部長

平成17年９月　当社入社

平成18年１月　商品部統括部長

平成18年３月　商品部長

平成18年５月　取締役商品部長就任

平成20年４月　取締役商品本部長（現任）

（注）４ 1

取締役  池田　博之 昭和16年３月21日生

平成12年６月　株式会社ジャパン　取締役就

任

平成14年９月　同社専務取締役就任

平成17年12月　同社代表取締役社長（現

任）

平成18年５月　当社取締役就任（現任）

（注）４ 0

取締役  渡邊　紀征 昭和26年５月20日生

昭和57年５月　株式会社西友取締役

昭和61年５月　同社常務取締役

平成４年５月　同社代表取締役専務取締役

平成７年５月　株式会社ファミリーマート

代表取締役専務取締役

平成９年５月　同社代表取締役副社長

平成９年10月　日本経済団体連合会常務理

事

平成９年10月　株式会社西友代表取締役社

長

平成13年２月　同社代表取締役会長

平成13年５月　日本チェーンストア協会会

長

平成15年５月　同協会副会長

平成15年５月　株式会社西友取締役会議長

代表執行役

平成18年３月　同社取締役会議長執行役

平成20年５月　当社取締役就任（現任）

（注）４ －

取締役  岡田　千尋 昭和26年５月20日生

平成２年10月　滋賀大学経済短期大学部教

授

平成３年４月　名古屋学院大学経済学部教

授

平成４年４月　同大学商学部教授（現任）

平成16年４月　同大学大学院経済経営研究

科長

平成16年４月　同大学商学部長

平成17年４月　同大学大学院経済経営研究

科経営政策専攻主任

平成20年５月　当社取締役就任（現任）

（注）４ －

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

19/77



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

常勤監査役  西川　修 昭和18年３月12日生

昭和41年３月　西川屋チェーン株式会社

（現株式会社ユニー）入社

昭和62年１月　同社経理管理統括部長

昭和63年２月　同社総合企画室戦略計画担

当チーフ

平成２年８月　ユニーグループ厚生年金基

金常務理事

平成16年２月　当社入社　内部監査室付

平成16年５月　常勤監査役就任（現任）

（注）５ 0

監査役  奥村　富治弘 昭和13年１月24日生

平成元年７月　名古屋国税局特別国税調査

官

平成２年７月　名古屋東税務署　副署長

平成７年７月　刈谷税務署長

平成８年９月　奥村富治弘税理士事務所開

業所長（現任）

平成11年５月　当社監査役就任（現任）

（注）６ －

監査役  辻村　義之 昭和22年４月10日生

昭和54年４月　名古屋弁護士会弁護士登録

昭和56年４月　辻村法律事務所を設立所長

（現任）

平成８年４月　名古屋地方裁判所岡崎支部

民事調停委員（現任）

平成16年５月　当社監査役就任（現任）

（注）５ 0

監査役  浅野　薫夫 昭和18年１月９日生

平成４年７月　豊田合成株式会社取締役

平成12年６月　同社代表取締役専務取締役

平成13年６月　株式会社ヒューネット代表

取締役副社長

平成15年６月　ＴＧウェルフェア株式会社

監査役

平成15年６月　ＴＧメンテナンス株式会社

監役

平成20年５月　当社監査役就任（現任）

（注）５ 1

    計  14,833

　（注）１．取締役渡邊紀征、岡田千尋は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役奥村富治弘、辻村義之、浅野薫夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．代表取締役副社長杉浦昭子は代表取締役社長杉浦広一の配偶者であります。

４．平成20年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成20年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成17年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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（訂正後）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役社
長

 杉浦　広一 昭和25年７月22日生

昭和49年４月　有限会社鬼頭天昌堂薬局入

社

昭和51年12月　個人にてスギ薬局を創業

昭和57年３月　株式会社スギ薬局を設立

代表取締役社長就任（現

任）

（注）４ 8,112

代表取締役副
社長

ＣＳＲ室長 杉浦　昭子 昭和28年11月11日生

昭和57年３月　当社設立と同時に取締役就

任

平成５年４月　専務取締役就任

平成９年８月　取締役副社長就任

平成11年９月　取締役副社長管理部長

平成12年１月　取締役副社長管理本部長

平成13年５月　代表取締役副社長就任

平成20年４月　代表取締役副社長兼ＣＳＲ

室長（現任）

（注）４ 6,560

常務取締役 営業本部長 榊原　栄一 昭和31年８月14日生

昭和55年４月　セガミメディック株式会社

入社

昭和61年９月　当社入社

昭和63年３月　今川店店長

平成５年12月　本部部長

平成７年４月　取締役就任

平成９年８月　常務取締役営業本部長就任

平成16年３月　常務取締役商品本部長兼商

品企画部長

平成16年９月　常務取締役商品本部長兼商

品企画部長兼販売促進部長

平成17年４月　常務取締役営業本部長兼販

売促進部長

平成17年10月　常務取締役営業本部長（現

任）

（注）４ 152

常務取締役 経営管理室長 金井　哲治 昭和25年３月11日生

昭和49年４月　株式会社三井銀行入行

平成８年６月　株式会社セシール入社　取締

役就任

平成12年10月　株式会社日本リロケーショ

ン（現リロホールディン

グ）入社　経営推進室長

平成13年２月　同社取締役経営推進室長就

任

平成14年６月　シャディ株式会社取締役就

任

平成16年２月　当社入社　管理本部付

平成16年３月　管理本部長

平成16年５月　取締役管理本部長就任

平成17年５月　常務取締役管理本部長就任

平成19年６月　常務取締役経営管理室長

（現任）

（注）４ 0
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 開発本部長 佐藤　豊 昭和23年９月３日生

昭和51年８月　永井商事株式会社入社

平成元年６月　株式会社清水ドラッグスト

アー入社

平成10年８月　当社入社　店舗開発部長

平成15年４月　開発本部長

平成15年５月　取締役開発本部長就任

平成16年３月　取締役開発本部長兼建設部

長

平成17年４月　取締役開発本部長（現任）

（注）４ 5

取締役
医療事業本部
長

荒井　恵二 昭和43年４月30日生

平成４年10月　株式会社メディネット入社

平成６年９月　株式会社クレセル入社

平成11年４月　有限会社ファルマプラン設

立　取締役就任

平成13年10月　当社入社　薬事部長

平成15年５月　取締役薬事部長就任

平成17年４月　取締役人事教育本部長

平成18年３月　取締役営業本部副本部長

平成19年４月　取締役医療事業本部長兼在

宅医療営業部長

平成19年６月　取締役医療事業本部長（現

任）

（注）４ 0

取締役
営業本部関東
統括

神山　享三 昭和25年１月22日生

昭和47年４月　塩野義製薬株式会社入社

昭和48年２月　株式会社ダイエー入社

平成14年10月　当社入社

平成14年12月　二重堀店店長

平成15年４月　店舗運営部ＳＶ（スーパー

バイザー）

平成16年３月　店舗運営部統括ＳＶ

平成17年４月　店舗運営部長

平成17年５月　取締役店舗運営部長就任

平成18年３月　取締役内部監査室長

平成19年３月　取締役営業本部関東統括

（現任）

（注）４ 0

取締役
管理本部長兼
情報システム
部長

山口　博久 昭和31年８月10日生

昭和55年４月　株式会社三井銀行入行

平成13年６月　株式会社プログレスインタ

ラクティブ入社　執行役員　

ＣＦＯ

平成15年２月　株式会社ＫＩＡＣＯＮ入社　

ディレクター

平成16年２月　当社入社

平成16年３月　総務部長

平成17年５月　取締役総務部長就任

平成17年12月　取締役事業戦略室長兼総務

部長

平成19年６月　取締役管理本部長兼事業戦

略室長

平成20年４月　取締役管理本部長兼情報シ

ステム部長（現任）

（注）４ 0
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 経理部長 福田　壽義 昭和39年９月28日生

昭和63年４月　朝岡ワールド株式会社入社

平成元年７月　伊藤栄一税理士事務所入所

平成10年11月　当社入社　経理課課長

平成12年９月　経理部長

平成17年５月　取締役経理部長就任（現

任）

（注）４ 0

取締役 商品本部長 大田　貴雄 昭和26年12月23日生

平成17年３月　株式会社ダイエー　ホームリ

ビンググループ本部長

平成17年９月　当社入社

平成18年１月　商品部統括部長

平成18年３月　商品部長

平成18年５月　取締役商品部長就任

平成20年４月　取締役商品本部長（現任）

（注）４ 1

取締役  池田　博之 昭和16年３月21日生

平成12年６月　株式会社ジャパン　取締役就

任

平成14年９月　同社専務取締役就任

平成17年12月　同社代表取締役社長（現

任）

平成18年５月　当社取締役就任（現任）

（注）４ 0

取締役  渡邊　紀征 昭和26年５月20日生

昭和57年５月　株式会社西友取締役

昭和61年５月　同社常務取締役

平成４年５月　同社代表取締役専務取締役

平成７年５月　株式会社ファミリーマート

代表取締役専務取締役

平成９年５月　同社代表取締役副社長

平成９年10月　日本経済団体連合会常務理

事

平成９年10月　株式会社西友代表取締役社

長

平成13年２月　同社代表取締役会長

平成13年５月　日本チェーンストア協会会

長

平成15年５月　同協会副会長

平成15年５月　株式会社西友取締役会議長

代表執行役

平成18年３月　同社取締役会議長執行役

平成20年５月　当社取締役就任（現任）

（注）４ －

取締役  岡田　千尋 昭和26年５月20日生

平成２年10月　滋賀大学経済短期大学部教

授

平成３年４月　名古屋学院大学経済学部教

授

平成４年４月　同大学商学部教授（現任）

平成16年４月　同大学大学院経済経営研究

科長

平成16年４月　同大学商学部長

平成17年４月　同大学大学院経済経営研究

科経営政策専攻主任

平成20年５月　当社取締役就任（現任）

（注）４ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

常勤監査役  浅野　薫夫 昭和18年１月９日生

平成４年７月　豊田合成株式会社取締役

平成12年６月　同社代表取締役専務取締役

平成13年６月　株式会社ヒューネット代表

取締役副社長

平成15年６月　ＴＧウェルフェア株式会社

監査役

平成15年６月　ＴＧメンテナンス株式会社

監役

平成20年５月　当社常勤監査役就任（現

任）

（注）５ 1

監査役  西川　修 昭和18年３月12日生

昭和41年３月　西川屋チェーン株式会社

（現株式会社ユニー）入社

昭和62年１月　同社経理管理統括部長

昭和63年２月　同社総合企画室戦略計画担

当チーフ

平成２年８月　ユニーグループ厚生年金基

金常務理事

平成16年２月　当社入社　内部監査室付

平成16年５月　監査役就任（現任）

（注）５ 0

監査役  奥村　富治弘 昭和13年１月24日生

平成元年７月　名古屋国税局特別国税調査

官

平成２年７月　名古屋東税務署　副署長

平成７年７月　刈谷税務署長

平成８年９月　奥村富治弘税理士事務所開

業所長（現任）

平成11年５月　当社監査役就任（現任）

（注）６ －

監査役  辻村　義之 昭和22年４月10日生

昭和54年４月　名古屋弁護士会弁護士登録

昭和56年４月　辻村法律事務所を設立所長

（現任）

平成８年４月　名古屋地方裁判所岡崎支部

民事調停委員（現任）

平成16年５月　当社監査役就任（現任）

（注）５ 0

    計  14,833

　（注）１．取締役渡邊紀征、岡田千尋は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役奥村富治弘、辻村義之、浅野薫夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．代表取締役副社長杉浦昭子は代表取締役社長杉浦広一の配偶者であります。

４．平成20年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成20年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成17年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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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）

  
前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   30,922   31,468  

２．売掛金   2,709   3,357  

３．たな卸資産   25,552   29,171  

４．繰延税金資産   909   1,071  

５．その他   3,538   3,970  

流動資産合計   63,63362.8  69,03961.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  23,636   27,040   

減価償却累計額  9,088 14,548  11,013 16,026  

(2）土地   5,965   6,672  

(3）建設仮勘定   251   319  

(4）その他  3,562   4,770   

減価償却累計額  2,215 1,347  3,208 1,562  

有形固定資産合計   22,11321.8  24,58021.8

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   1,577   －  

(2）のれん   －   2,082  

(3）その他   1,751   2,146  

無形固定資産合計   3,3293.3  4,2293.7
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前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  264   165  

(2）長期貸付金   130   158  

(3）差入保証金   9,523   11,933  

(4）繰延税金資産   1,170   1,416  

(5）その他   1,235   1,486  

貸倒引当金   △96   △123  

投資損失引当金   △44   △46  

投資その他の資産合計   12,18212.0  14,99113.3

固定資産合計   37,62537.2  43,80138.8

資産合計   101,258100.0  112,840100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   23,130   27,121  

２．１年内返済予定長期借
入金

  2,000   3,000  

３．未払法人税等   2,723   3,915  

４．賞与引当金   161   231  

５．その他   7,010   8,487  

流動負債合計   35,02534.6  42,75637.9

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   3,000   －  

２．退職給付引当金   871   1,152  

３．役員退職慰労引当金   611   675  

４．負ののれん   －   654  

５．その他   617   1,298  

固定負債合計   5,101 5.0  3,781 3.3

負債合計   40,12639.6  46,53841.2

 

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

26/77



  
前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   15,43415.2  15,43413.7

２．資本剰余金   17,67717.5  24,63221.8

３．利益剰余金   20,12119.9  26,24523.3

４．自己株式   △0 △0.0  △27 △0.0

株主資本合計   53,23352.6  66,28558.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  21 0.0  16 0.0

２．繰延ヘッジ損益   16 0.0  － －

評価・換算差額等合計   37 0.0  16 0.0

Ⅲ　少数株主持分   7,861 7.8  － －

純資産合計   61,13260.4  66,30258.8

負債純資産合計   101,258100.0  112,840100.0
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（訂正後）

  
前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   30,412   30,988  

２．売掛金   2,709   3,357  

３．たな卸資産   25,552   29,171  

４．繰延税金資産   1,016   1,179  

５．その他   3,289   3,702  

流動資産合計   62,98062.5  68,39960.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  23,636   27,040   

減価償却累計額  9,088 14,548  11,013 16,026  

(2）土地   5,965   6,672  

(3）建設仮勘定   251   319  

(4）その他  3,562   4,770   

減価償却累計額  2,215 1,347  3,208 1,562  

有形固定資産合計   22,11321.9  24,58021.8

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   1,577   －  

(2）のれん   －   2,082  

(3）その他   1,751   2,146  

無形固定資産合計   3,329 3.3  4,229 3.8
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前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  264   165  

(2）長期貸付金   130   158  

(3）差入保証金   9,523   11,933  

(4）繰延税金資産   1,366   1,616  

(5）その他   1,726   1,977  

貸倒引当金   △588   △615  

投資損失引当金   △44   △46  

投資その他の資産合計   12,37812.3  15,19113.5

固定資産合計   37,82137.5  44,00039.1

資産合計   100,802100.0  112,400100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   23,130   27,121  

２．１年内返済予定長期借
入金

  2,000   3,000  

３．未払法人税等   2,723   3,915  

４．賞与引当金   161   231  

５．その他   7,010   8,499  

流動負債合計   35,02534.7  42,76838.0

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   3,000   －  

２．退職給付引当金   871   1,152  

３．役員退職慰労引当金   611   675  

４．負ののれん   －   654  

５．その他   617   1,298  

固定負債合計   5,101 5.1  3,781 3.4

負債合計   40,12639.8  46,54941.4
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前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   15,43415.3  15,43413.7

２．資本剰余金   17,67717.6  24,63221.9

３．利益剰余金   19,66519.5  25,79423.0

４．自己株式   △0 △0.0  △27 △0.0

株主資本合計   52,77752.4  65,83458.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  21 0.0  16 0.0

２．繰延ヘッジ損益   16 0.0  － －

評価・換算差額等合計   37 0.0  16 0.0

Ⅲ　少数株主持分   7,861 7.8  － －

純資産合計   60,67560.2  65,85158.6

負債純資産合計   100,802100.0  112,400100.0
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②【連結損益計算書】

（訂正前）

  
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   217,229100.0  248,134100.0

Ⅱ　売上原価   162,47874.8  185,14774.6

売上総利益   54,75125.2  62,98725.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．給与手当  18,403   21,385   

２．賞与引当金繰入額  161   212   

３．役員退職慰労引当金繰
入額

 49   53   

４．退職給付費用  285   316   

５．賃借料  9,791   11,180   

６．貸倒引当金繰入額  38   1   

７．その他  16,810 45,50020.9 18,958 52,10821.0

営業利益   9,250 4.3  10,879 4.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  110   213   

２．受取配当金  0   1   

３．負ののれん償却額  －   163   

４．広告宣伝用器具受贈益  308   285   

５．賃貸料収入  681   970   

６．受取手数料  457   545   

７．その他  146 1,705 0.8 179 2,360 1.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  22   84   

２．リース解約損  216   54   

３．賃貸原価  467   815   

４．その他  159 865 0.4 216 1,171 0.5

経常利益   10,090 4.6  12,067 4.9
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前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※１ 12   0   

２．デリバティブ解約益  72   75   

３．関係会社株式売却益  －   1,390   

４．その他  － 85 0.0 10 1,4770.6

Ⅶ　特別損失        

１．過年度損益修正損 ※２ 635   －   

２．固定資産売却損 ※３ 6   284   

３．固定資産除却損 ※４ 164   185   

４．減損損失 ※５ 667   358   

５．店舗賃借解約損  －   156   

６．その他  68 1,5410.7 168 1,1530.5

税金等調整前当期純利
益

  8,6344.0  12,3915.0

法人税、住民税及び事業
税

 4,137   5,908   

法人税等調整額  △278 3,8581.8 △373 5,5352.2

少数株主利益   775 0.4  － －

当期純利益   4,0001.8  6,8562.8
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（訂正後）

  
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   217,229100.0  248,134100.0

Ⅱ　売上原価   162,74574.9  185,14774.6

売上総利益   54,48325.1  62,98725.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．給与手当  18,403   21,385   

２．賞与引当金繰入額  161   212   

３．役員退職慰労引当金繰
入額

 49   53   

４．退職給付費用  285   316   

５．賃借料  9,791   11,180   

６．貸倒引当金繰入額  38   1   

７．その他  16,771 45,50021.0 18,958 52,10821.0

営業利益   8,983 4.1  10,879 4.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  110   213   

２．受取配当金  0   1   

３．負ののれん償却額  －   163   

４．広告宣伝用器具受贈益  308   285   

５．賃貸料収入  681   970   

６．受取手数料  457   545   

７．その他  146 1,705 0.8 179 2,360 1.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  22   84   

２．リース解約損  216   54   

３．賃貸原価  467   815   

４．その他  159 865 0.4 216 1,171 0.5

経常利益   9,823 4.5  12,067 4.9
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前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※１ 12   0   

２．デリバティブ解約益  72   75   

３．関係会社株式売却益  －   1,390   

４．その他  － 85 0.0 10 1,4770.6

Ⅶ　特別損失        

１．過年度損益修正損 ※２ 635   －   

２．固定資産売却損 ※３ 6   284   

３．固定資産除却損 ※４ 164   185   

４．減損損失 ※５ 667   358   

５．店舗賃借解約損  －   156   

６．その他  68 1,5410.6 168 1,1530.5

税金等調整前当期純利
益

  8,3663.9  12,3915.0

法人税、住民税及び事業
税

 4,137   5,908   

法人税等調整額  △385 3,7521.7 △378 5,5302.2

少数株主利益   775 0.4  － －

当期純利益   3,8391.8  6,8612.8
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③【連結株主資本等変動計算書】

（訂正前）

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 16,608 △0 49,720

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △239  △239

剰余金の配当   △239  △239

役員賞与（注）   △9  △9

当期純利益   4,000  4,000

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 3,512 △0 3,512

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 20,121 △0 53,233

      

 

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日　残高
（百万円）

31 － 31 7,212 56,964

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △239

剰余金の配当     △239

役員賞与（注）     △9

当期純利益     4,000

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△10 16 5 649 654

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△10 16 5 649 4,167

平成19年２月28日　残高
（百万円）

21 16 37 7,861 61,132

      

　（注）　平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 20,121 △0 53,233

連結会計年度中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行  6,954   6,954

剰余金の配当   △731  △731

当期純利益   6,856  6,856

自己株式の取得    △26 △26

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ 6,954 6,124 △26 13,052

平成20年２月29日　残高
（百万円）

15,434 24,632 26,245 △27 66,285

      

 

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日　残高
（百万円）

21 16 37 7,861 61,132

連結会計年度中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行     6,954

剰余金の配当     △731

当期純利益     6,856

自己株式の取得     △26

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△4 △16 △20 △7,861 △7,882

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△4 △16 △20 △7,861 5,170

平成20年２月29日　残高
（百万円）

16 － 16 － 66,302
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（訂正後）

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 16,313 △0 49,425

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △239  △239

剰余金の配当   △239  △239

役員賞与（注）   △9  △9

当期純利益   3,839  3,839

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 3,351 △0 3,351

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 19,665 △0 52,777

      

 

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日　残高
（百万円）

31 － 31 7,212 56,669

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △239

剰余金の配当     △239

役員賞与（注）     △9

当期純利益     3,839

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△10 16 5 649 654

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△10 16 5 649 4,006

平成19年２月28日　残高
（百万円）

21 16 37 7,861 60,675

      

　（注）　平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 19,665 △0 52,777

連結会計年度中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行  6,954   6,954

剰余金の配当   △731  △731

当期純利益   6,861  6,861

自己株式の取得    △26 △26

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ 6,954 6,129 △26 13,057

平成20年２月29日　残高
（百万円）

15,434 24,632 25,794 △27 65,834

      

 

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日　残高
（百万円）

21 16 37 7,861 60,675

連結会計年度中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行     6,954

剰余金の配当     △731

当期純利益     6,861

自己株式の取得     △26

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△4 △16 △20 △7,861 △7,882

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△4 △16 △20 △7,861 5,175

平成20年２月29日　残高
（百万円）

16 － 16 － 65,851
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

   

税金等調整前当期純利
益

 8,634 12,391

減価償却費  1,911 2,121

減損損失  667 358

過年度損益修正損  635 －

連結調整勘定償却額  394 －

のれん償却額  － 592

負ののれん償却額  － △163

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 41 51

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 194 204

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 47 47

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 38 0

投資損失引当金の増減
額（減少：△）

 1 2

受取利息及び受取配当
金

 △111 △215

広告宣伝用器具受贈益  △205 △177

支払利息  22 84

関係会社株式売却益  － △750

固定資産売却益  △12 △0

固定資産売却損  6 284

固定資産除却損  114 131

売上債権の増減額（増
加：△）

 △462 △641

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △2,863 △2,003

仕入債務の増減額（減
少：△）

 2,476 1,892

役員賞与の支払額  △9 －

その他  494 1,385

小計  12,015 15,596

利息及び配当金の受取
額

 54 147

利息の支払額  △22 △37

法人税等の支払額  △3,287 △4,777

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 8,760 10,928
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前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

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
の預入による支出

 △22,367 △13,000

定期預金及び定期積金
の払戻による収入

 12,069 11,241

有形固定資産の取得に
よる支出

 △2,594 △2,223

有形固定資産の売却に
よる収入

 141 26

無形固定資産の取得に
よる支出

 △251 △580

無形固定資産の売却に
よる収入

 1 －

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得によ
る増加

※２ － 350

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却によ
る減少

※３ － △2,084

差入保証金による支出  △1,517 △652

差入保証金の返還によ
る収入

 367 387

その他  △365 △657

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △14,517 △7,191

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

   

短期借入金の返済によ
る支出

 △5,000 △1,418

長期借入金の返済によ
る支出

 － △2,612

社債の償還による支出  － △40

自己株式の取得による
支出

 △0 △22

割賦債務等の支出  △54 △40

配当金の支払額  △474 △731

少数株主への配当金の
支払額

 △136 △68

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △5,666 △4,934

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 22 △16

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

 △11,400 △1,213

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 31,081 19,681

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 19,681 18,468
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（訂正後）

  
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

   

税金等調整前当期純利
益

 8,366 12,391

減価償却費  1,911 2,121

減損損失  667 358

過年度損益修正損  635 －

連結調整勘定償却額  394 －

のれん償却額  － 592

負ののれん償却額  － △163

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 41 51

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 194 204

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 47 47

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 38 0

投資損失引当金の増減
額（減少：△）

 1 2

受取利息及び受取配当
金

 △111 △215

広告宣伝用器具受贈益  △205 △177

支払利息  22 84

関係会社株式売却益  － △750

固定資産売却益  △12 △0

固定資産売却損  6 284

固定資産除却損  114 131

売上債権の増減額（増
加：△）

 △462 △641

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △2,863 △2,003

仕入債務の増減額（減
少：△）

 2,476 1,892

役員賞与の支払額  △9 －

その他  786 1,414

小計  12,040 15,626

利息及び配当金の受取
額

 54 147

利息の支払額  △22 △37

法人税等の支払額  △3,287 △4,777

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 8,785 10,958
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前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

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
の預入による支出

 △22,367 △13,000

定期預金及び定期積金
の払戻による収入

 12,069 11,241

有形固定資産の取得に
よる支出

 △2,594 △2,223

有形固定資産の売却に
よる収入

 141 26

無形固定資産の取得に
よる支出

 △251 △580

無形固定資産の売却に
よる収入

 1 －

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得によ
る増加

※２ － 350

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却によ
る減少

※３ － △2,084

差入保証金による支出  △1,517 △652

差入保証金の返還によ
る収入

 367 387

その他  △365 △657

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △14,517 △7,191

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

   

短期借入金の返済によ
る支出

 △5,000 △1,418

長期借入金の返済によ
る支出

 － △2,612

社債の償還による支出  － △40

自己株式の取得による
支出

 △0 △22

割賦債務等の支出  △54 △40

配当金の支払額  △474 △731

少数株主への配当金の
支払額

 △136 △68

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △5,666 △4,934

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 22 △16

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

 △11,375 △1,183

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 30,546 19,171

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 19,171 17,988
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会計方針の変更

（訂正前）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（前略） （中略）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ──────

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、53,254百万円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

 

 

（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（前略） （中略）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ──────

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、52,798百万円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。
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注記事項

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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19年２月28日現在） （平成20年２月29日現在）

 

 （百万円）

現金及び預金勘定 30,922

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

△11,241

現金及び現金同等物 19,681

　

 

 （百万円）

現金及び預金勘定 31,468

預入期間が３ケ月を越える定期預金 △13,000

現金及び現金同等物 18,468

　

 

（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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19年２月28日現在） （平成20年２月29日現在）

 

 （百万円）

現金及び預金勘定 30,412

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

△11,241

現金及び現金同等物 19,171

　

 

 （百万円）

現金及び預金勘定 30,988

預入期間が３ケ月を越える定期預金 △13,000

現金及び現金同等物 17,988
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（税効果会計関係）

（訂正前）

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

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

 

 （百万円）

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

519

未払事業税 250

賞与引当金 65

一括償却資産限度超過額 28

未払事業所税 41

その他 25

合計 929

繰延税金負債（流動）  

デリバティブ △20

合計 △20

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 244

退職給付引当金 349

減価償却超過額 173

減損損失 1,116

その他 264

小計 2,148

評価性引当額 △868

合計 1,280

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △69

その他有価証券評価差額金 △19

その他 △21

合計 △110

繰延税金資産の純額 2,079

　

 

 （百万円）

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

461

未払事業税 333

未払賞与 111

一括償却資産限度超過額 27

未払事業所税 48

その他 176

小計 1,158

評価性引当額 △86

合計 1,071

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 274

退職給付引当金 437

減価償却超過額 194

減損損失 1,326

資産調整勘定 246

その他 406

小計 2,883

評価性引当額 △1,417

合計 1,465

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △42

その他有価証券評価差額金 △6

合計 △49

繰延税金資産の純額 2,488

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率 39.9％

（調整）  

連結調整勘定償却額 1.8

住民税均等割額 2.6

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7

　

 

法定実効税率 40.6％

（調整）  

のれん及び負ののれんの償却額 1.4

住民税均等割額 2.1

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7
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（訂正後）

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

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

 

 （百万円）

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

519

未払事業税 250

賞与引当金 65

一括償却資産限度超過額 28

未払事業所税 41

未収入金 106

その他 25

合計 1,036

繰延税金負債（流動）  

デリバティブ △20

合計 △20

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 244

退職給付引当金 349

減価償却超過額 173

減損損失 1,116

貸倒引当金 196

その他 264

小計 2,345

評価性引当額 △868

合計 1,476

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △69

その他有価証券評価差額金 △19

その他 △21

合計 △110

繰延税金資産の純額 2,382

　

 

 （百万円）

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

461

未払事業税 333

未払賞与 111

一括償却資産限度超過額 27

未払事業所税 48

未収入金 108

その他 176

小計 1,266

評価性引当額 △86

合計 1,179

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 274

退職給付引当金 437

減価償却超過額 194

減損損失 1,326

資産調整勘定 246

貸倒引当金 234

その他 371

小計 3,082

評価性引当額 △1,417

合計 1,665

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △42

その他有価証券評価差額金 △6

合計 △49

繰延税金資産の純額 2,796

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率 39.9％

（調整）  

連結調整勘定償却額 1.9

住民税均等割額 2.7

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.8

　

 

法定実効税率 40.6％

（調整）  

のれん及び負ののれんの償却額 1.4

住民税均等割額 2.1

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.6
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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）

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

 
ドラッグスト
ア事業
（百万円）

ディスカウン
トストア事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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 144,999 72,143 217,142 － 217,142

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 86 86

計 144,999 72,143 217,142 86 217,229

営業費用 137,537 70,225 207,762 216 207,978

営業利益 7,461 1,918 9,379 △129 9,250

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

     

資産 46,249 24,583 70,833 30,425 101,258

減価償却費 1,429 356 1,786 125 1,911

減損損失 524 75 599 68 667

資本的支出 2,927 309 3,236 25 3,262

　（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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は268百万円であり、その主なものは企業イ

メージ広告に要した費用及び当社の社長室等の管理部門に係る費用であります。

４．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、30,494百万円であり、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）及び賃貸資産に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

６．減価償却費の消去又は全社の項目の金額のうち、124百万円は賃貸資産に係るものであります。なお、当該資産に係

る減価償却費は、営業外費用に計上しているため営業費用には含まれておりません。
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当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

 
ファーマシー
事業
（百万円）

ドラッグ事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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 167,972 80,048 248,021 － 248,021

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

3 30 34 78 113

計 167,976 80,079 248,055 78 248,134

営業費用 158,870 78,359 237,229 26 237,255

営業利益 9,105 1,720 10,826 52 10,879

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

     

資産 52,140 29,441 81,581 31,258 112,840

減価償却費 1,549 420 1,969 151 2,121

減損損失 90 209 299 58 358

資本的支出 3,920 529 4,450 △1,431 3,019

　（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。

事業区分の名称については、前連結会計年度までのドラッグストア事業及びディスカウントストア事業をそれぞれ

ファーマシー事業及びドラッグ事業へ名称変更しております。

これは、当連結会計年度において、株式会社ジャパンの店舗についてディスカウントストアの品揃えに医薬品、健康

食品、化粧品等を強化し、段階的にディスカウントストアからドラッグストアへ事業転換を進めてきており、セグメ

ントの名称を事業の実態に適合させるために変更を行ったものであります。

２．各事業区分の主な内容

 事業区分 事業の内容

 ファーマシー事業 調剤併設型ドラッグストア

 ドラッグ事業 ドラッグストア

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は155百万円であり、その主なものは企業イ

メージ広告に要した費用及び当社の社長室等の管理部門に係る費用であります。

４．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、31,369百万円であり、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）及び賃貸資産に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

６．減価償却費の消去又は全社の項目の金額のうち、148百万円は賃貸資産に係るものであります。なお、当該資産に係

る減価償却費は、営業外費用に計上しているため営業費用には含まれておりません。
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（訂正後）

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

 
ドラッグスト
ア事業
（百万円）

ディスカウン
トストア事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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 144,999 72,143 217,142 － 217,142

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 86 86

計 144,999 72,143 217,142 86 217,229

営業費用 137,804 70,225 208,030 216 208,246

営業利益 7,194 1,918 9,112 △129 8,983

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

     

資産 45,471 24,583 70,055 30,746 100,802

減価償却費 1,429 356 1,786 125 1,911

減損損失 524 75 599 68 667

資本的支出 2,927 309 3,236 25 3,262

　（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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は268百万円であり、その主なものは企業イ

メージ広告に要した費用及び当社の社長室等の管理部門に係る費用であります。

４．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、30,815百万円であり、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）及び賃貸資産に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

６．減価償却費の消去又は全社の項目の金額のうち、124百万円は賃貸資産に係るものであります。なお、当該資産に係

る減価償却費は、営業外費用に計上しているため営業費用には含まれておりません。
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当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

 
ファーマシー
事業
（百万円）

ドラッグ事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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 167,972 80,048 248,021 － 248,021

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

3 30 34 78 113

計 167,976 80,079 248,055 78 248,134

営業費用 158,870 78,359 237,229 26 237,255

営業利益 9,105 1,720 10,826 52 10,879

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

     

資産 51,392 29,441 80,834 31,566 112,400

減価償却費 1,549 420 1,969 151 2,121

減損損失 90 209 299 58 358

資本的支出 3,920 529 4,450 △1,431 3,019

　（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。

事業区分の名称については、前連結会計年度までのドラッグストア事業及びディスカウントストア事業をそれぞれ

ファーマシー事業及びドラッグ事業へ名称変更しております。

これは、当連結会計年度において、株式会社ジャパンの店舗についてディスカウントストアの品揃えに医薬品、健康

食品、化粧品等を強化し、段階的にディスカウントストアからドラッグストアへ事業転換を進めてきており、セグメ

ントの名称を事業の実態に適合させるために変更を行ったものであります。

２．各事業区分の主な内容

 事業区分 事業の内容

 ファーマシー事業 調剤併設型ドラッグストア

 ドラッグ事業 ドラッグストア

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は155百万円であり、その主なものは企業イ

メージ広告に要した費用及び当社の社長室等の管理部門に係る費用であります。

４．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、31,677百万円であり、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）及び賃貸資産に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

６．減価償却費の消去又は全社の項目の金額のうち、148百万円は賃貸資産に係るものであります。なお、当該資産に係

る減価償却費は、営業外費用に計上しているため営業費用には含まれておりません。
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（１株当たり情報）

（訂正前）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 

１株当たり純資産額 891円00銭

１株当たり当期純利益金額 66円91銭

　

 

１株当たり純資産額 1,047円10銭

１株当たり当期純利益金額 108円27銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年３月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、

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金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

前連結会計年度

１株当たり純資産額 832円00銭

　

 

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

純資産の部の合計額（百万円） 61,132 66,302

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

7,861 －

（うち少数株主持分） （7,861） －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 53,270 66,302

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（株）

59,787,654 63,319,839

２．１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。

 
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益（百万円） 4,000 6,856

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,000 6,856

期中平均株式数（株） 59,787,656 63,323,818
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（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 

１株当たり純資産額 883円37銭

１株当たり当期純利益金額 64円22銭

　

 

１株当たり純資産額 1,039円97銭

１株当たり当期純利益金額 108円35銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年３月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、

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金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

前連結会計年度

１株当たり純資産額 827円06銭

　

 

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

純資産の部の合計額（百万円） 60,675 65,851

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

7,861 －

（うち少数株主持分） （7,861） －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 52,814 65,851

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（株）

59,787,654 63,319,839

２．１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。

 
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益（百万円） 3,839 6,861

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,839 6,861

期中平均株式数（株） 59,787,656 63,323,818
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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19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   27,596   25,674  

２．売掛金   2,547   3,157  

３．商品   18,879   21,073  

４．貯蔵品   152   147  

５．前払費用   542   614  

６．繰延税金資産   726   894  

７．未収入金   2,406   2,450  

８．その他   69   201  

流動資産合計   52,92163.4  54,21354.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  12,736   14,646   

減価償却累計額  3,096 9,640  3,775 10,870  

(2）構築物  1,758   1,836   

減価償却累計額  909 849  1,050 786  

(3）車両運搬具  7   7   

減価償却累計額  6 0  6 0  

(4）器具備品  2,829   3,278   

減価償却累計額  1,652 1,176  2,036 1,242  

(5）土地   415   1,112  

(6）建設仮勘定   249   279  

有形固定資産合計   12,33214.8  14,29214.4
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前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

(1）借地権   350   379  

(2）ソフトウェア   791   757  

(3）その他   135   361  

無形固定資産合計   1,2761.5  1,4981.5

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   78   60  

(2）関係会社株式   9,228   18,033  

(3）出資金   0   0  

(4）長期貸付金   2   2  

(5）従業員長期貸付金   0   0  

(6）関係会社長期貸付金   76   2,727  

(7）長期前払費用   645   690  

(8）繰延税金資産   707   866  

(9）差入保証金   5,995   6,607  

(10）その他   217   261  

貸倒引当金   －   △1  

投資損失引当金   △44   △46  

投資その他の資産合計   16,90920.3  29,20129.5

固定資産合計   30,51936.6  44,99245.4

資産合計   83,440100.0  99,205100.0
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前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   16,128   18,972  

２．１年内返済予定長期借
入金

  2,000   3,000  

３．未払金   2,234   3,165  

４．未払費用   3,538   3,616  

５．未払法人税等   1,630   3,097  

６．未払消費税等   383   354  

７．前受金   10   19  

８．預り金   40   62  

９．その他   47   51  

流動負債合計   26,01431.2  32,34032.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   3,000   －  

２．退職給付引当金   668   859  

３．役員退職慰労引当金   575   616  

４．預り保証金   163   349  

５．その他   6   31  

固定負債合計   4,4145.3  1,8561.9

負債合計   30,42936.5  34,19634.5
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前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   15,43418.5  15,43415.6

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  17,677   24,632   

資本剰余金合計   17,67721.2  24,63224.8

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  90   90   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  15,540   19,040   

繰越利益剰余金  4,243   5,825   

利益剰余金合計   19,87423.8  24,95525.1

４．自己株式   △0 △0  △29 △0

株主資本合計   52,98563.5  64,99365.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  25 0  14 0.0

評価・換算差額等合計   25 0  14 0.0

純資産合計   53,01163.5  65,00865.5

負債純資産合計   83,440100.0  99,205100.0
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（訂正後）

  
前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   27,086   25,194  

２．売掛金   2,547   3,157  

３．商品   18,879   21,073  

４．貯蔵品   152   147  

５．前払費用   542   614  

６．繰延税金資産   833   1,002  

７．未収入金   2,138   2,183  

８．その他   88   201  

流動資産合計   52,26963.0  53,57454.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  12,736   14,646   

減価償却累計額  3,096 9,640  3,775 10,870  

(2）構築物  1,758   1,836   

減価償却累計額  909 849  1,050 786  

(3）車両運搬具  7   7   

減価償却累計額  6 0  6 0  

(4）器具備品  2,829   3,278   

減価償却累計額  1,652 1,176  2,036 1,242  

(5）土地   415   1,112  

(6）建設仮勘定   249   279  

有形固定資産合計   12,33214.9  14,29214.5
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前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

(1）借地権   350   379  

(2）ソフトウェア   791   757  

(3）その他   135   361  

無形固定資産合計   1,2761.5  1,4981.5

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   78   60  

(2）関係会社株式   9,228   18,033  

(3）出資金   0   0  

(4）長期貸付金   2   2  

(5）従業員長期貸付金   0   0  

(6）関係会社長期貸付金   76   2,727  

(7）長期前払費用   645   690  

(8）繰延税金資産   903   1,066  

(9）差入保証金   5,995   6,607  

(10）その他   709   752  

貸倒引当金   △491   △492  

投資損失引当金   △44   △46  

投資その他の資産合計   17,10520.6  29,40029.8

固定資産合計   30,71537.0  45,19145.8

資産合計   82,984100.0  98,765100.0
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前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   16,128   18,972  

２．１年内返済予定長期借
入金

  2,000   3,000  

３．未払金   2,234   3,165  

４．未払費用   3,538   3,616  

５．未払法人税等   1,630   3,097  

６．未払消費税等   383   354  

７．前受金   10   19  

８．預り金   40   62  

９．その他   47   62  

流動負債合計   26,01431.4  32,35232.8

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   3,000   －  

２．退職給付引当金   668   859  

３．役員退職慰労引当金   575   616  

４．預り保証金   163   349  

５．その他   6   31  

固定負債合計   4,4145.3  1,8561.9

負債合計   30,42936.7  34,20834.6
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前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   15,43418.6  15,43415.6

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  17,677   24,632   

資本剰余金合計   17,67721.3  24,63225.0

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  90   90   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  15,540   19,040   

繰越利益剰余金  3,787   5,374   

利益剰余金合計   19,41723.4  24,50424.8

４．自己株式   △0 △0  △29 △0

株主資本合計   52,52963.3  64,54265.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  25 0.0  14 0.0

評価・換算差額等合計   25 0.0  14 0.0

純資産合計   52,55563.3  64,55765.4

負債純資産合計   82,984100.0  98,765100.0
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②【損益計算書】

（訂正前）

  
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   144,999100.0  167,976100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  16,176   18,879   

２．当期商品仕入高  107,586   123,651   

合計  123,763   142,531   

３．商品期末たな卸高  18,879104,88372.3 21,073121,45872.3

売上総利益   40,11627.7  46,51827.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  2,565   2,888   

２．景品費  1,486   891   

３．貸倒引当金繰入額  －   1   

４．役員報酬  242   277   

５．給与手当  13,600   16,002   

６．役員退職慰労引当金繰
入額

 37   41   

７．退職給付費用  222   247   

８．法定福利厚生費  1,342   1,607   

９．賃借料  6,396   7,286   

10．減価償却費  1,429   1,551   

11．水道光熱費  1,301   1,491   

12．消耗品費  897   874   

13．租税公課  953   1,127   

14．支払手数料  745   1,027   

15．その他  1,701 32,92322.7 2,248 37,56622.4

営業利益   7,1935.0  8,9515.3
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前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  85   168   

２．受取配当金 ※１ 137   341   

３．広告宣伝用器具受贈益  303   285   

４．賃貸料収入  164   222   

５．受取手数料  457   512   

６．その他  68 1,2170.8 115 1,6451.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  22   21   

２．リース解約損  162   －   

３．賃貸原価  124   211   

４．店舗開発費用  82   73   

５．その他  72 464 0.3 50 357 0.2

経常利益   7,9465.5  10,2396.1

Ⅵ　特別利益        

１．店舗賃貸解約益  － － － 47 47 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．過年度損益修正損 ※２ 635   －   

２．固定資産除却損 ※３ 128   93   

３．減損損失 ※４ 592   110   

４．店舗賃借解約損  55   23   

５．投資損失引当金繰入額  1   2   

６．その他  1 1,4121.0 5 234 0.1

税引前当期純利益   6,5334.5  10,0516.0

法人税、住民税及び事業
税

 2,951   4,558   

法人税等調整額  △170 2,7801.9 △319 4,2382.5

当期純利益   3,7522.6  5,8133.5
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（訂正後）

  
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   144,999100.0  167,976100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  16,176   18,879   

２．当期商品仕入高  107,853   123,651   

合計  124,030   142,531   

３．商品期末たな卸高  18,879105,15072.5 21,073121,45872.3

売上総利益   39,84827.5  46,51827.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  2,565   2,888   

２．景品費  1,486   891   

３．貸倒引当金繰入額  －   1   

４．役員報酬  242   277   

５．給与手当  13,600   16,002   

６．役員退職慰労引当金繰
入額

 37   41   

７．退職給付費用  222   247   

８．法定福利厚生費  1,342   1,607   

９．賃借料  6,396   7,286   

10．減価償却費  1,429   1,551   

11．水道光熱費  1,301   1,491   

12．消耗品費  897   874   

13．租税公課  953   1,127   

14．支払手数料  745   1,027   

15．その他  1,701 32,92322.7 2,248 37,56622.4

営業利益   6,9254.8  8,9515.3
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前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  85   168   

２．受取配当金 ※１ 137   341   

３．広告宣伝用器具受贈益  303   285   

４．賃貸料収入  164   222   

５．受取手数料  457   512   

６．その他  68 1,2170.8 115 1,6451.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  22   21   

２．リース解約損  162   －   

３．賃貸原価  124   211   

４．店舗開発費用  82   73   

５．その他  72 464 0.3 50 357 0.2

経常利益   7,6795.3  10,2396.1

Ⅵ　特別利益        

１．店舗賃貸解約益  － － － 47 47 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．過年度損益修正損 ※２ 635   －   

２．固定資産除却損 ※３ 128   93   

３．減損損失 ※４ 592   110   

４．店舗賃借解約損  55   23   

５．投資損失引当金繰入額  1   2   

６．その他  1 1,4121.0 5 234 0.1

税引前当期純利益   6,2664.3  10,0516.0

法人税、住民税及び事業
税

 2,951   4,558   

法人税等調整額  △276 2,6741.8 △324 4,2332.5

当期純利益   3,5922.5  5,8183.5
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③【株主資本等変動計算書】

（訂正前）

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年２月28日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 2 12,5403,97516,608△0 49,720

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩（注）     △1  1 －  －

特別償却準備金の取崩     △1  1 －  －

別途積立金の積立（注）      3,000△3,000 －  －

剰余金の配当（注）       △239 △239  △239

剰余金の配当       △239 △239  △239

役員賞与（注）       △9 △9  △9

当期純利益       3,7523,752  3,752

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △2 3,000 267 3,265 △0 3,265

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 － 15,5404,24319,874△0 52,985

           

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日　残高
（百万円）

25 25 49,746

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩（注）   －

特別償却準備金の取崩   －

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △239

剰余金の配当   △239

役員賞与（注）   △9

当期純利益   3,752

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

0 0 0

事業年度中の変動額合計
（百万円）

0 0 3,265

平成19年２月28日　残高
（百万円）

25 25 53,011

    

　（注）　平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 15,5404,24319,874 △0 52,985

事業年度中の変動額          

株式交換に伴う新株の発行  6,9546,954      6,954

別途積立金の積立     3,500△3,500 －  －

剰余金の配当      △731 △731  △731

当期純利益      5,8135,813  5,813

自己株式の取得        △28 △28

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ 6,9546,954 － 3,5001,5815,081 △28 12,007

平成20年２月29日　残高
（百万円）

15,43424,63224,632 90 19,0405,82524,955△29 64,993

          

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日　残高
（百万円）

25 25 53,011

事業年度中の変動額   　

株式交換に伴う新株の発行   6,954

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △731

当期純利益   5,813

自己株式の取得   △28

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△10 △10 △10

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△10 △10 11,996

平成20年２月29日　残高
（百万円）

14 14 65,008
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（訂正後）

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年２月28日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 2 12,5403,68016,313△0 49,425

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩（注）     △1  1 －  －

特別償却準備金の取崩     △1  1 －  －

別途積立金の積立（注）      3,000△3,000 －  －

剰余金の配当（注）       △239 △239  △239

剰余金の配当       △239 △239  △239

役員賞与（注）       △9 △9  △9

当期純利益       3,5923,592  3,592

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △2 3,000 107 3,104 △0 3,104

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 － 15,5403,78719,417△0 52,529

           

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日　残高
（百万円）

25 25 49,450

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩（注）   －

特別償却準備金の取崩   －

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △239

剰余金の配当   △239

役員賞与（注）   △9

当期純利益   3,592

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

0 0 0

事業年度中の変動額合計
（百万円）

0 0 3,104

平成19年２月28日　残高
（百万円）

25 25 52,555

    

　（注）　平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 15,5403,78719,417 △0 52,529

事業年度中の変動額          

株式交換に伴う新株の発行  6,9546,954      6,954

別途積立金の積立     3,500△3,500 －  －

剰余金の配当      △731 △731  △731

当期純利益      5,8185,818  5,818

自己株式の取得        △28 △28

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ 6,9546,954 － 3,5001,5865,086 △28 12,012

平成20年２月29日　残高
（百万円）

15,43424,63224,632 90 19,0405,37424,504△29 64,542

          

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日　残高
（百万円）

25 25 52,555

事業年度中の変動額    

株式交換に伴う新株の発行   6,954

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △731

当期純利益   5,818

自己株式の取得   △28

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△10 △10 △10

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△10 △10 12,001

平成20年２月29日　残高
（百万円）

14 14 64,557
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重要な会計方針

（訂正前）

項目
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（中略） （中略） （中略）

４．引当金の計上基準 (1）　　　 　───── (1）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。

 (2）投資損失引当金 (2）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。

同左

 (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18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（中略） （中略） （中略）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）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

 (2）投資損失引当金 (2）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。

同左

 (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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会計方針の変更

（訂正前）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（前略） （前略）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、53,011百万円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

──────

 

（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（前略） （前略）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、52,555百万円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

──────
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注記事項

（税効果会計関係）

（訂正前）

前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

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

 

 （百万円）

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

519

未払事業税 139

一括償却資産限度超過額 28

未払事業所税 24

その他 14

合計 726

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 229

退職給付引当金 266

一括償却資産限度超過額 12

減損損失 156

その他 78

合計 743

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △18

その他有価証券評価差額金 △17

合計 △35

繰延税金資産の純額 1,434

　

 

 （百万円）

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

461

未払事業税 263

一括償却資産限度超過額 27

未払事業所税 29

未払賞与 111

合計 894

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 249

退職給付引当金 348

一括償却資産限度超過額 15

減損損失 183

その他 105

合計 902

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △25

その他有価証券評価差額金 △9

合計 △34

繰延税金資産の純額 1,761

　

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 39.9

（調整）  

住民税均等割 2.5

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6

　

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。
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（訂正後）

前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

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

 

 （百万円）

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

519

未払事業税 139

一括償却資産限度超過額 28

未払事業所税 24

未収入金 106

その他 14

合計 833

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 229

退職給付引当金 266

一括償却資産限度超過額 12

減損損失 156

貸倒引当金 196

その他 78

合計 939

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △18

その他有価証券評価差額金 △17

合計 △35

繰延税金資産の純額 1,737

　

 

 （百万円）

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

461

未払事業税 263

一括償却資産限度超過額 27

未払事業所税 29

未収入金 108

未払賞与 111

合計 1,002

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 249

退職給付引当金 348

一括償却資産限度超過額 15

減損損失 183

貸倒引当金 199

その他 105

合計 1,101

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △25

その他有価証券評価差額金 △9

合計 △35

繰延税金資産の純額 2,068

　

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 39.9

（調整）  

住民税均等割 2.6

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7

　

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

（訂正前）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 

１株当たり純資産額 886円67銭

１株当たり当期純利益金額 62円77銭

　

 

１株当たり純資産額 1,026円67銭

１株当たり当期純利益金額 91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。

　当社は、平成18年３月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　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１株当たり情報については、以下のとおりになります。

　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。

 

前事業年度

１株当たり純資産 831円89銭

１株当たり当期純利益金額 70円84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）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度末

（平成19年２月28日）
当事業年度末

（平成20年２月29日）

純資産の部の合計額（百万円） 53,011 65,008

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

－ －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 53,011 65,008

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（株）

59,787,654 63,319,839

２．１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18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益（百万円） 3,752 5,813

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,752 5,813

期中平均株式数（株） 59,787,656 63,323,818
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（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 

１株当たり純資産額 879円04銭

１株当たり当期純利益金額 60円08銭

　

 

１株当たり純資産額 1,019円54銭

１株当たり当期純利益金額 91円88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18年３月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　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１株当たり情報については、以下のとおりになります。

　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。

 

前事業年度

１株当たり純資産 826円95銭

１株当たり当期純利益金額 68円79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）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度末

（平成19年２月28日）
当事業年度末

（平成20年２月29日）

純資産の部の合計額（百万円） 52,555 64,557

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

－ －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 52,555 64,557

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（株）

59,787,654 63,319,839

２．１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18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益（百万円） 3,592 5,818

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,592 5,818

期中平均株式数（株） 59,787,656 63,323,818
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④【附属明細表】

【引当金明細表】

（訂正前）

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 － 1 － － 1

投資損失引当金 44 2 － － 46

役員退職慰労引当金 575 41 1 － 616

 

（訂正後）

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 491 1 － － 492

投資損失引当金 44 2 － － 46

役員退職慰労引当金 575 41 1 － 616
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（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（百万円）

現金 1,829

預金の種類  

当座預金 175

普通預金 11,669

定期預金 12,000

小計 23,844

合計 25,674

 

（訂正後）

区分 金額（百万円）

現金 1,349

預金の種類  

当座預金 175

普通預金 11,669

定期預金 12,000

小計 23,844

合計 25,194
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