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１【半期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、中間連結財務諸表等及び中間財務諸

表等の記載内容について見直しを行いました。

　中間連結貸借対照表おいては、現金及び預金が464百万円減少、流動資産のその他が160百万円減少、投資その他の資産のその

他が687百万円増加、貸倒引当金が491百万円増加、流動負債のその他が27百万円増加し、この結果、利益剰余金が456百万円減少

しました。

　同時に個別財務諸表の中間貸借対照表におきましても、現金及び預金が464百万円減少、未収入金が267百万円減少、流動資産

の繰延税金資産が106百万円増加、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、流動負債のその他が27百万円増加し、この結果、繰越利益剰余金が456百万円減少しました。

　これらを訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき半期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

(2）キャッシュ・フロー

第５　経理の状況

１　中間連結財務諸表等

(1）中間連結財務諸表

①　中間連結貸借対照表

②　中間連結損益計算書

③　中間連結株主資本等変動計算書

④　中間連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（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）

２　中間財務諸表

(1）中間財務諸表

①　中間貸借対照表

②　中間損益計算書

③　中間株主資本等変動計算書

注記事項

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（１株当たり情報）

 

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24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期

会計期間

自平成17年
３月１日
至平成17年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成17年
３月１日
至平成18年
２月28日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

売上高（百万円） － 108,584 119,192 － 217,229

経常利益（百万円） － 4,987 6,730 － 10,090

中間（当期）純利益（百万
円）

－ 2,018 3,646 － 4,000

純資産額（百万円） － 59,122 63,357 49,752 61,132

総資産額（百万円） － 101,249 111,197 97,033 101,258

１株当たり純資産額（円） － 861.95 1,000.561,663.99 891.0

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円）

－ 33.77 57.58 － 66.91

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） － 50.9 57.0 51.3 52.6

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ 7,764 9,843 － 8,760

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ △12,340 △1,787 － △14,517

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ △5,334 △580 － △5,666

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円）

－ 21,183 27,143 － 19,681

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
（－）

2,519
（3,504）

2,710
（3,862）

2,316
（3,279）

2,463
（3,352）

　（注）１．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。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第25期中より「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）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）を適用しております。

４．潜在株式調整後１株当たり中間（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24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期

会計期間

自平成17年
３月１日
至平成17年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成17年
３月１日
至平成18年
２月28日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

売上高（百万円） － 108,584 119,192 － 217,229

経常利益（百万円） － 4,987 6,730 － 9,823

中間（当期）純利益（百万
円）

－ 2,018 3,646 － 3,839

純資産額（百万円） － 58,827 62,901 49,457 60,675

総資産額（百万円） － 100,954 110,768 96,738 100,802

１株当たり純資産額（円） － 857.01 993.35 1,654.11 883.37

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円）

－ 33.77 57.58 － 64.22

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） － 50.8 56.8 51.1 52.4

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ 7,764 9,889 － 8,785

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ △12,340 △1,787 － △14,517

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ △5,334 △580 － △5,666

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円）

－ 20,648 26,679 － 19,171

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
（－）

2,519
（3,504）

2,710
（3,862）

2,316
（3,279）

2,463
（3,352）

　（注）１．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。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第25期中より「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）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）を適用しております。

４．潜在株式調整後１株当たり中間（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24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期

会計期間

自平成17年
３月１日
至平成17年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成17年
３月１日
至平成18年
２月28日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

売上高（百万円） 61,152 70,996 82,281 122,928 144,999

経常利益（百万円） 3,524 3,728 5,198 6,549 7,946

中間（当期）純利益（百万
円）

2,023 1,857 2,933 3,744 3,752

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

発行済株式総数（株） 26,144,00059,788,00063,330,83829,894,00059,788,000

純資産額（百万円） 24,368 51,353 62,396 49,746 53,011

総資産額（百万円） 51,793 81,660 97,825 80,864 83,440

１株当たり純資産額（円） 932.09 858.93 985.38 1,663.78 886.67

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円）

77.41 31.06 46.32 141.68 62.77

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額（円）

－ － － － －

１株当たり配当額（円） 6.00 4.00 4.00 14.00 12.00

自己資本比率（％） 47.0 62.9 63.8 61.5 63.5

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

3,429 － － 3,618 －

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△2,174 － － △13,118 －

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

4,843 － － 33,240 －

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円）

12,152 － － 29,795 －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

1,620
（2,143）

1,797
（2,300）

2,020
（2,700）

1,646
（2,157）

1,777
（2,239）

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第25期中より「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）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）を適用しております。

３．下記のとおり新株式の発行を行っております。

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期の１株当たり配当額は創業30周年記念配当４円を含んでおります。

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

６．第25期中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中間期末残高は記載し

ておりません。
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（訂正後）

回次 第24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期

会計期間

自平成17年
３月１日
至平成17年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成17年
３月１日
至平成18年
２月28日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

売上高（百万円） 61,152 70,996 82,281 122,928 144,999

経常利益（百万円） 3,524 3,728 5,198 6,549 7,679

中間（当期）純利益（百万
円）

1,933 1,857 2,933 3,635 3,592

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

発行済株式総数（株） 26,144,00059,788,00063,330,83829,894,00059,788,000

純資産額（百万円） 24,090 51,057 61,940 49,450 52,555

総資産額（百万円） 51,556 81,364 97,396 80,569 82,984

１株当たり純資産額（円） 921.48 853.99 978.18 1,653.90 879.04

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円）

73.96 31.06 46.32 137.58 60.08

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額（円）

－ － － － －

１株当たり配当額（円） 6.00 4.00 4.00 14.00 12.00

自己資本比率（％） 46.7 62.8 63.6 61.4 63.3

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

3,279 － － 3,403 －

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△2,174 － － △13,118 －

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

4,843 － － 33,240 －

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円）

11,682 － － 29,260 －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

1,620
（2,143）

1,797
（2,300）

2,020
（2,700）

1,646
（2,157）

1,777
（2,239）

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第25期中より「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）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）を適用しております。

３．下記のとおり新株式の発行を行っております。

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期の１株当たり配当額は創業30周年記念配当４円を含んでおります。

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

６．第25期中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中間期末残高は記載し

ておりません。
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(2）キャッシュ・フロー

（訂正前）

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払及び有形固定資産の取得

による支出等の要因により一部減少したものの、仕入債務の増加及び税金等調整前中間純利益が、6,560百万円（前年同期

比51.0％増）と大きく増加したこと等により、前中間連結会計期間末に比べ5,960百万円増加し、当中間連結会計期間末に

は27,143百万円（同28.1％増）となりました。

　当中間連結会計期間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9,843百万円（同26.8％増）となりました。

　これは主に、法人税等の支払額が2,585百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が6,560百万円計上されたこと及び

仕入債務の増加額が5,963百万円あったこと等によります。

（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1,787百万円（同85.5％減）となりました。

　これは主に、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が1,137百万円、差入保証金による支出が315百万円あったこ

と等によります。

（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580百万円（同89.1％減）となりました。

　これは主に、配当金の支払額が544百万円あったこと等によります。

 

（訂正後）

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払及び有形固定資産の取得

による支出等の要因により一部減少したものの、仕入債務の増加及び税金等調整前中間純利益が、6,560百万円（前年同期

比51.0％増）と大きく増加したこと等により、前中間連結会計期間末に比べ6,031百万円増加し、当中間連結会計期間末に

は26,679百万円（同29.2％増）となりました。

　当中間連結会計期間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9,889百万円（同27.4％増）となりました。

　これは主に、法人税等の支払額が2,585百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が6,560百万円計上されたこと及び

仕入債務の増加額が5,963百万円あったこと等によります。

（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1,787百万円（同85.5％減）となりました。

　これは主に、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が1,137百万円、差入保証金による支出が315百万円あったこ

と等によります。

（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580百万円（同89.1％減）となりました。

　これは主に、配当金の支払額が544百万円あったこと等によります。
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第５【経理の状況】
 

１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

（訂正前）

  
前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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   32,553  38,143  30,922 

２．売掛金   2,674   3,253   2,709  

３．たな卸資産   24,596  26,333  25,552 

４．その他   4,863   5,487   4,448  

流動資産合計   64,68763.9  73,21865.8  63,63362.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  14,442   14,606   14,548   

(2）土地  5,965   6,060   5,965   

(3）その他  1,523 21,932 1,537 22,203 1,598 22,113 

２．無形固定資産           

(1）連結調整勘定  1,774   －   1,577   

(2）のれん  －   1,380   －   

(3）その他  1,730 3,504  1,833 3,213  1,751 3,329  

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金  8,732   9,713   9,523   

(2）その他  2,507   2,975   2,800   

貸倒引当金  △72   △82   △96   

投資損失引当金  △43 11,125 △45 12,561 △44 12,182 

固定資産合計   36,56136.1  37,97934.2  37,62537.2

資産合計   101,249100.0  111,197100.0  101,258100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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   26,848  29,095  23,130 

２．１年内返済予定長
期借入金

  －   5,000   2,000  

３．賞与引当金   171   379   161  

４．その他   8,086   10,402  9,733  

流動負債合計   35,10634.7  44,87740.3  35,02534.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   5,000   －   3,000  

２．退職給付引当金   783   976   871  

３．役員退職慰労引当
金

  586   632   611  

４．負ののれん   －   736   －  

５．その他   650   617   617  

固定負債合計   7,0216.9  2,9622.7  5,1015.0

負債合計   42,12741.6  47,84043.0  40,12639.6

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   15,43415.2  15,43413.9  15,43415.2

２．資本剰余金   17,67717.5  24,63222.2  17,67717.5

３．利益剰余金   18,37918.2  23,28920.9  20,12119.9

４．自己株式   △0 △0.0  △20△0.0  △0 △0.0

株主資本合計   51,49150.9  63,33657.0  53,23352.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  21 0.0  19 0.0  21 0.0

２．繰延ヘッジ損益   21 0.0  1 0.0  16 0.0

評価・換算差額等合
計

  43 0.0  21 0.0  37 0.0

Ⅲ　少数株主持分   7,5887.5  － －  7,8617.8

純資産合計   59,12258.4  63,35757.0  61,13260.4

負債純資産合計   101,249100.0  111,197100.0  101,258100.0
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（訂正後）

  
前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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   32,018  37,679  30,412 

２．売掛金   2,674   3,253   2,709  

３．たな卸資産   24,596  26,333  25,552 

４．その他   4,907   5,326   4,305  

流動資産合計   64,19663.6  72,59365.5  62,98062.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  14,442   14,606   14,548   

(2）土地  5,965   6,060   5,965   

(3）その他  1,523 21,932 1,537 22,203 1,598 22,113 

２．無形固定資産           

(1）連結調整勘定  1,774   －   1,577   

(2）のれん  －   1,380   －   

(3）その他  1,730 3,504  1,833 3,213  1,751 3,329  

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金  8,732   9,713   9,523   

(2）その他  3,195   3,663   3,487   

貸倒引当金  △564   △574   △588   

投資損失引当金  △43 11,321 △45 12,757 △44 12,378 

固定資産合計   36,75836.4  38,17534.5  37,82137.5

資産合計   100,954100.0  110,768100.0  100,802100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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   26,848  29,095  23,130 

２．１年内返済予定長
期借入金

  －   5,000   2,000  

３．賞与引当金   171   379   161  

４．その他   8,086   10,429  9,733  

流動負債合計   35,10634.8  44,90440.5  35,02534.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   5,000   －   3,000  

２．退職給付引当金   783   976   871  

３．役員退職慰労引当
金

  586   632   611  

４．負ののれん   －   736   －  

５．その他   650   617   617  

固定負債合計   7,0216.9  2,9622.7  5,1015.1

負債合計   42,12741.7  47,86743.2  40,12639.8

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   15,43415.3  15,43413.9  15,43415.3

２．資本剰余金   17,67717.5  24,63222.3  17,67717.6

３．利益剰余金   18,08317.9  22,83320.6  19,66519.5

４．自己株式   △0 △0.0  △20△0.0  △0 △0.0

株主資本合計   51,19550.7  62,87956.8  52,77752.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  21 0.1  19 0.0  21 0.0

２．繰延ヘッジ損益   21 0.0  1 0.0  16 0.0

評価・換算差額等合
計

  43 0.1  21 0.0  37 0.0

Ⅲ　少数株主持分   7,5887.5  － －  7,8617.8

純資産合計   58,82758.3  62,90156.8  60,67560.2

負債純資産合計   100,954100.0  110,768100.0  100,802100.0
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②【中間連結損益計算書】

（訂正前）

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   108,584100.0  119,192100.0  217,229100.0

Ⅱ　売上原価   81,65575.2  88,95574.6  162,47874.8

売上総利益   26,92824.8  30,23725.4  54,75125.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  22,33720.6  24,10420.3  45,50020.9

営業利益   4,5904.2  6,1335.1  9,2504.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  38   94   110   

２．受取手数料  231   254   457   

３．広告宣伝用器具受
贈益

 132   109   308   

４．賃貸料収入  330   362   681   

５．負ののれん償却額  －   81   －   

６．その他  73 807 0.8 88 991 0.8 147 1,7050.8

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  11   11   22   

２．賃貸原価  213   299   467   

３．リース解約損  123   16   216   

４．店舗開発費用  47   42   82   

５．その他  13 410 0.4 23 393 0.3 77 865 0.4

経常利益   4,9874.6  6,7305.6  10,0904.6

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 12   0   12   

２．デリバティブ解約
益

 －   75   72   

３．貸倒引当金戻入益  － 12 0.0 14 89 0.1 － 85 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．過年度損益修正損 ※３ －   －   635   

２．固定資産売却損 ※４ 6   －   6   

３．固定資産除却損 ※５ 83   55   164   

４．減損損失 ※６ 498   151   667   

５．店舗賃借解約損  －   26   －   

６．その他  66 654 0.6 27 259 0.2 68 1,5410.7

税金等調整前中間
（当期）純利益

  4,3444.0  6,5605.5  8,6344.0

法人税、住民税及
び事業税

 1,921   3,002   4,137   

法人税等調整額  △21 1,8991.7 △88 2,9142.4 △278 3,8581.8

少数株主利益   426 0.4  － －  775 0.4

中間（当期）純利
益

  2,0181.9  3,6463.1  4,0001.8
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（訂正後）

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   108,584100.0  119,192100.0  217,229100.0

Ⅱ　売上原価   81,65575.2  88,95574.6  162,74574.9

売上総利益   26,92824.8  30,23725.4  54,48325.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  22,33720.6  24,10420.3  45,50021.0

営業利益   4,5904.2  6,1335.1  8,9834.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  38   94   110   

２．受取手数料  231   254   457   

３．広告宣伝用器具受
贈益

 132   109   308   

４．賃貸料収入  330   362   681   

５．負ののれん償却額  －   81   －   

６．その他  73 807 0.8 88 991 0.8 147 1,7050.8

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  11   11   22   

２．賃貸原価  213   299   467   

３．リース解約損  123   16   216   

４．店舗開発費用  47   42   82   

５．その他  13 410 0.4 23 393 0.3 77 865 0.4

経常利益   4,9874.6  6,7305.6  9,8234.5

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 12   0   12   

２．デリバティブ解約
益

 －   75   72   

３．貸倒引当金戻入益  － 12 0.0 14 89 0.1 － 85 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．過年度損益修正損 ※３ －   －   635   

２．固定資産売却損 ※４ 6   －   6   

３．固定資産除却損 ※５ 83   55   164   

４．減損損失 ※６ 498   151   667   

５．店舗賃借解約損  －   26   －   

６．その他  66 654 0.6 27 259 0.2 68 1,5410.6

税金等調整前中間
（当期）純利益

  4,3444.0  6,5605.5  8,3663.9

法人税、住民税及
び事業税

 1,921   3,002   4,137   

法人税等調整額  △21 1,8991.7 △88 2,9142.4 △385 3,7521.7

少数株主利益   426 0.4  － －  775 0.4

中間（当期）純利
益

  2,0181.9  3,6463.1  3,8391.8
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

（訂正前）

前中間連結会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31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

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △239  △239

役員賞与（注）   △9  △9

中間純利益   2,018  2,018

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － 1,770 △0 1,770

平成18年８月31日　残高
（百万円）

15,434 17,677 18,379 △0 51,491

      

 

 

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

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △239

役員賞与（注）     △9

中間純利益     2,018

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△10 21 11 376 387

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△10 21 11 376 2,158

平成18年８月31日　残高
（百万円）

21 21 43 7,588 59,122

      

　（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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当中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31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

中間連結会計期間中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行  6,954   6,954

剰余金の配当   △478  △478

中間純利益   3,646  3,646

自己株式の取得    △19 △19

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ 6,954 3,167 △19 10,102

平成19年８月31日　残高
（百万円）

15,434 24,632 23,289 △20 63,336

      

 

 

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

中間連結会計期間中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行     6,954

剰余金の配当     △478

中間純利益     3,646

自己株式の取得     △19

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△1 △14 △15 △7,861 △7,877

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△1 △14 △15 △7,861 2,225

平成19年８月31日　残高
（百万円）

19 1 21 － 63,357
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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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（訂正後）

前中間連結会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31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

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △239  △239

役員賞与（注）   △9  △9

中間純利益   2,018  2,018

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額
（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － 1,770 △0 1,770

平成18年８月31日　残高
（百万円）

15,434 17,677 18,083 △0 51,195

      

 

 

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

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △239

役員賞与（注）     △9

中間純利益     2,018

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△10 21 11 376 387

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△10 21 11 376 2,158

平成18年８月31日　残高
（百万円）

21 21 43 7,588 58,827

      

　（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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当中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31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

中間連結会計期間中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行  6,954   6,954

剰余金の配当   △478  △478

中間純利益   3,646  3,646

自己株式の取得    △19 △19

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ 6,954 3,167 △19 10,102

平成19年８月31日　残高
（百万円）

15,434 24,632 22,833 △20 62,879

      

 

 

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

中間連結会計期間中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行     6,954

剰余金の配当     △478

中間純利益     3,646

自己株式の取得     △19

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△1 △14 △15 △7,861 △7,877

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△1 △14 △15 △7,861 2,225

平成19年８月31日　残高
（百万円）

19 1 21 － 62,901
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 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

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 4,344 6,560 8,634

減価償却費  897 967 1,911

減損損失  498 151 667

過年度損益修正損  － － 635

連結調整勘定償却額  197 － 394

のれん償却額  － 197 －

負ののれん償却額  － △81 －

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 51 218 41

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 106 104 194

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△）

 22 20 47

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 14 △14 38

投資損失引当金の増
減額（減少：△）

 － 1 1

受取利息及び受取配
当金

 △39 △94 △111

広告宣伝用器具受贈
益

 △86 △73 △205

支払利息  11 11 22

固定資産売却益  △12 △0 △12

固定資産売却損  6 － 6

固定資産除却損  74 30 114

売上債権の増減額
（増加：△）

 △427 △544 △462

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △1,906 △780 △2,863

仕入債務の増減額
（減少：△）

 5,925 5,963 2,476

役員賞与の支払額  △9 － △9
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前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

その他  △310 △258 494

小計  9,359 12,378 12,015

利息及び配当金の受
取額

 △11 62 54

利息の支払額  △11 △11 △22

法人税等の支払額  △1,571 △2,585 △3,287

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 7,764 9,843 8,760

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

 △11,227 △11,000 △22,367

定期預金及び定期積
金の払戻による収入

 801 11,241 12,069

有形固定資産の取得
による支出

 △1,334 △1,137 △2,594

有形固定資産の売却
による収入

 62 26 141

無形固定資産の取得
による支出

 △109 △174 △251

無形固定資産の売却
による収入

 － － 1

投資有価証券の売却
による収入

 14 － 14

差入保証金による支
出

 △474 △315 △1,517

差入保証金の返還に
よる収入

 161 153 367

その他の投資増減額
（増加：△）

 △235 △581 △380

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △12,340 △1,787 △14,517
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前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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 － △5,000

自己株式の取得によ
る支出

 △0 △15 △0

割賦債務等の支出  △28 △20 △54

配当金の支払額  △237 △476 △474

少数株主への配当金
の支払額

 △68 △68 △136

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △5,334 △580 △5,666

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 11 △12 22

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

 △9,897 7,462 △11,400

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 31,081 19,681 31,081

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 21,183 27,143 19,681
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（訂正後）

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 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

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 4,344 6,560 8,366

減価償却費  897 967 1,911

減損損失  498 151 667

過年度損益修正損  － － 635

連結調整勘定償却額  197 － 394

のれん償却額  － 197 －

負ののれん償却額  － △81 －

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 14 △14 38

投資損失引当金の増
減額（減少：△）

 － 1 1

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 51 218 41

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 106 104 194

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△）

 22 20 47

受取利息及び受取配
当金

 △39 △94 △111

広告宣伝用器具受贈
益

 △86 △73 △205

支払利息  11 11 22

固定資産売却益  △12 △0 △12

固定資産売却損  6 － 6

固定資産除却損  74 30 114

売上債権の増減額
（増加：△）

 △427 △544 △462

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △1,906 △780 △2,863

仕入債務の増減額
（減少：△）

 5,925 5,963 2,476

役員賞与の支払額  △9 － △9
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前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

その他  △310 △212 786

小計  9,359 12,424 12,040

利息及び配当金の受
取額

 △11 62 54

利息の支払額  △11 △11 △22

法人税等の支払額  △1,571 △2,585 △3,287

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 7,764 9,889 8,785

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

 △11,227 △11,000 △22,367

定期預金及び定期積
金の払戻による収入

 801 11,241 12,069

有形固定資産の取得
による支出

 △1,334 △1,137 △2,594

有形固定資産の売却
による収入

 62 26 141

無形固定資産の取得
による支出

 △109 △174 △251

無形固定資産の売却
による収入

 － － 1

投資有価証券の売却
による収入

 14 － 14

差入保証金による支
出

 △474 △315 △1,517

差入保証金の返還に
よる収入

 161 153 367

その他の投資増減額
（増加：△）

 △235 △581 △380

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △12,340 △1,787 △14,517
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前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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 － △5,000

自己株式の取得によ
る支出

 △0 △15 △0

割賦債務等の支出  △28 △20 △54

配当金の支払額  △237 △476 △474

少数株主への配当金
の支払額

 △68 △68 △136

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △5,334 △580 △5,666

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 11 △12 22

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

 △9,897 7,508 △11,375

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 30,546 19,171 30,546

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 20,648 26,679 19,171
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（訂正前）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

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）

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、当社は、

「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用

しております。

　これにより税金等調整前中間純利

益は430百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。

 　当連結会計年度より、当社は、「固

定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用

しております。

　これにより税金等調整前当期純利

益は592百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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、51,512百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。

 　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。
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（訂正後）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

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）

（固定資産の減損に係る会計基準） ─────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、当社は、

「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用

しております。

　これにより税金等調整前中間純利

益は430百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。

 　当連結会計年度より、当社は、「固

定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用

しております。

　これにより税金等調整前当期純利

益は592百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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、51,217百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。

 　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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

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）

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結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中間期末残

高と中間連結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

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

（平成18年８月31日現在） （平成19年８月31日現在） （平成19年２月28日現在）

 

現金及び預金勘定 32,553百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△11,369百万円

現金及び現金同等
物

21,183百万円

　

 

現金及び預金勘定 38,143百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△11,000百万円

現金及び現金同等
物

27,143百万円

　

 

現金及び預金勘定 30,922百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△11,241百万円

現金及び現金同等
物

19,681百万円

　

 

（訂正後）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

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）

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結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中間期末残

高と中間連結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

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

（平成18年８月31日現在） （平成19年８月31日現在） （平成19年２月28日現在）

 

現金及び預金勘定 32,018百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△11,369百万円

現金及び現金同等
物

20,648百万円

　

 

現金及び預金勘定 37,679百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△11,000百万円

現金及び現金同等
物

26,679百万円

　

 

現金及び預金勘定 30,412百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△11,241百万円

現金及び現金同等
物

19,171百万円
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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）

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 70,996 37,555 108,551 － 108,551

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 32 32

計 70,996 37,555 108,551 32 108,584

営業費用 67,393 36,424 103,817 176 103,993

営業利益 3,603 1,130 4,734 △143 4,590

 

当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 82,281 36,839 119,120 － 119,120

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 12 12 60 72

計 82,281 36,851 119,132 60 119,192

営業費用 77,486 35,557 113,044 14 113,059

営業利益 4,794 1,293 6,088 45 6,133
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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）

 
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）

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

　（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

  
前中間連結
会計期間
（百万円）

当中間連結
会計期間
（百万円）

前連結会計
年度
（百万円）

主な内容

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額

191 73 268
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
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（訂正後）

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 70,996 37,555 108,551 － 108,551

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 32 32

計 70,996 37,555 108,551 32 108,584

営業費用 67,393 36,424 103,817 176 103,993

営業利益 3,603 1,130 4,734 △143 4,590

 

当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 82,281 36,839 119,120 － 119,120

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 12 12 60 72

計 82,281 36,851 119,132 60 119,192

営業費用 77,486 35,557 113,044 14 113,059

営業利益 4,794 1,293 6,088 45 6,133
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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）

 
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）

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

　（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

  
前中間連結
会計期間
（百万円）

当中間連結
会計期間
（百万円）

前連結会計
年度
（百万円）

主な内容

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額

191 73 268
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

 

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

訂正半期報告書

32/52



（１株当たり情報）

（訂正前）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

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）

 

１株当たり純資産額 861円95銭

１株当たり中間純利益
金額

33円77銭

　

 

１株当たり純資産額 1,000円56銭

１株当たり中間純利益
金額

57円58銭

　

 

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

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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株当たり中

間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。

　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。

 

前連結会計年度

１株当たり純資産額 832円00銭

　

  

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。

 
前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度末
（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） 59,122 63,357 61,132

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

7,588 － 7,861

（うち少数株主持分） （7,588） （－） （7,861）

普通株式に係る中間期末（期末）の純
資産額（百万円）

51,534 63,357 53,270

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末（期末）の普通株式の数
（株）

59,787,654 63,322,112 59,787,654

２．１株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

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)

中間（当期）純利益（百万円） 2,018 3,646 4,000

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円）

2,018 3,646 4,000

期中平均株式数（株） 59,787,658 63,326,995 59,787,656
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（訂正後）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

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）

 

１株当たり純資産額 857円01銭

１株当たり中間純利益
金額

33円77銭

　

 

１株当たり純資産額 993円35銭

１株当たり中間純利益
金額

57円58銭

　

 

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

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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株当たり中

間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。

　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。

 

前連結会計年度

１株当たり純資産額 827円06銭

　

  

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。

 
前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度末
（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） 58,827 62,901 60,675

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

7,588 － 7,861

（うち少数株主持分） （7,588） （－） （7,861）

普通株式に係る中間期末（期末）の純
資産額（百万円）

51,238 62,901 52,814

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末（期末）の普通株式の数
（株）

59,787,654 63,322,112 59,787,654

２．１株当たり中間（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。　

 
前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

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)

中間（当期）純利益（百万円） 2,018 3,646 3,839

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円）

2,018 3,646 3,839

期中平均株式数（株） 59,787,658 63,326,995 59,787,656
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

（訂正前）

  
前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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  27,603   31,923   27,596   

２．売掛金  2,471   3,036   2,547   

３．たな卸資産  18,371   19,869   19,032   

４．繰延税金資産  752   745   726   

５．未収入金  2,507   2,957   2,406   

６．その他  942   1,164   612   

流動資産合計   52,64964.5  59,69661.0  52,92163.4

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  9,408   9,905   9,640   

２．土地  415   510   415   

３．その他  2,204   2,118   2,276   

有形固定資産合計  12,028   12,534   12,332   

(2）無形固定資産  1,257   1,308   1,276   

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式  9,228   16,183   9,228   

２．差入保証金  5,107   6,273   5,995   

３．その他  1,432   1,875   1,729   

投資損失引当金  △43   △45   △44   

投資その他の資産
合計

 15,724   24,286   16,909   

固定資産合計   29,01035.5  38,12939.0  30,51936.6

資産合計   81,660100.0  97,825100.0  83,440100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  17,369   19,867   16,128   

２．１年内返済予定長
期借入金

 －   5,000   2,000   

３．未払金  2,324   2,704   2,234   

４．未払費用  2,529   3,328   3,538   

５．未払法人税等  1,456   2,365   1,630   

６．賞与引当金  －   212   －   

７．その他 ※２ 322   446   482   

流動負債合計   24,00229.4  33,92534.7  26,01431.2
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前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  5,000   －   3,000   

２．退職給付引当金  584   761   668   

３．役員退職慰労引当
金

 557   596   575   

４．その他  162   145   170   

固定負債合計   6,3047.7  1,5031.5  4,4145.3

負債合計   30,30737.1  35,42936.2  30,42936.5

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   15,43418.9  15,43415.8  15,43418.5

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  17,677   24,632   17,677   

資本剰余金合計   17,67721.7  24,63225.2  17,67721.2

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  90   90   90   

(2）その他利益剰余
金

          

特別償却準備金  0   －   －   

別途積立金  15,540   19,040   15,540   

繰越利益剰余金  2,586   3,198   4,243   

利益剰余金合計   18,21722.3  22,32822.8  19,87423.8

４．自己株式   △0 △0.0  △22△0.0  △0 △0.0

株主資本合計   51,32962.9  62,37363.8  52,98563.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  24 0.0  22 0.0  25 0.0

評価・換算差額等合
計

  24 0.0  22 0.0  25 0.0

純資産合計   51,35362.9  62,39663.8  53,01163.5

負債純資産合計   81,660100.0  97,825100.0  83,440100.0
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（訂正後）

  
前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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  27,068   31,459   27,086   

２．売掛金  2,471   3,036   2,547   

３．たな卸資産  18,371   19,869   19,032   

４．繰延税金資産  752   852   833   

５．未収入金  2,507   2,689   2,138   

６．その他  986   1,164   631   

流動資産合計   52,15864.1  59,07160.7  52,26963.0

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  9,408   9,905   9,640   

２．土地  415   510   415   

３．その他  2,204   2,118   2,276   

有形固定資産合計  12,028   12,534   12,332   

(2）無形固定資産  1,257   1,308   1,276   

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式  9,228   16,183   9,228   

２．差入保証金  5,107   6,273   5,995   

３．その他  2,119   2,563   2,417   

貸倒引当金  △491   △491   △491   

投資損失引当金  △43   △45   △44   

投資その他の資産
合計

 15,921   24,482   17,105   

固定資産合計   29,20635.9  38,32539.3  30,71537.0

資産合計   81,364100.0  97,396100.0  82,984100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  17,369   19,867   16,128   

２．１年内返済予定長
期借入金

 －   5,000   2,000   

３．未払金  2,324   2,704   2,234   

４．未払費用  2,529   3,328   3,538   

５．未払法人税等  1,456   2,365   1,630   

６．賞与引当金  －   212   －   

７．その他 ※２ 322   474   482   

流動負債合計   24,00229.5  33,95234.9  26,01431.4
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前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  5,000   －   3,000   

２．退職給付引当金  584   761   668   

３．役員退職慰労引当
金

 557   596   575   

４．その他  162   145   170   

固定負債合計   6,3047.7  1,5031.5  4,4145.3

負債合計   30,30737.2  35,45636.4  30,42936.7

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   15,43419.0  15,43415.8  15,43418.6

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  17,677   24,632   17,677   

資本剰余金合計   17,67721.7  24,63225.3  17,67721.3

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  90   90   90   

(2）その他利益剰余
金

          

特別償却準備金  0   －   －   

別途積立金  15,540   19,040   15,540   

繰越利益剰余金  2,290   2,742   3,787   

利益剰余金合計   17,92222.0  21,87222.5  19,41723.4

４．自己株式   △0 △0.0  △22△0.0  △0 △0.0

株主資本合計   51,03362.7  61,91763.6  52,52963.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  24 0.1  22 0.0  25 0.0

評価・換算差額等合
計

  24 0.1  22 0.0  25 0.0

純資産合計   51,05762.8  61,94063.6  52,55563.3

負債純資産合計   81,364100.0  97,396100.0  82,984100.0
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②【中間損益計算書】

（訂正前）

  
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   70,996100.0  82,281100.0  144,999100.0

Ⅱ　売上原価   51,56572.6  59,49872.3  104,88372.3

売上総利益   19,43127.4  22,78227.7  40,11627.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  16,01922.6  18,06122.0  32,92322.7

営業利益   3,4114.8  4,7215.7  7,1935.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  572 0.8  666 0.8  1,2170.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  255 0.4  189 0.2  464 0.3

経常利益   3,7285.2  5,1986.3  7,9465.5

Ⅵ　特別利益   － －  40 0.0  － －

Ⅶ　特別損失 ※3,5  512 0.7  106 0.1  1,4121.0

税引前中間（当
期）純利益

  3,2154.5  5,1316.2  6,5334.5

法人税、住民税及
び事業税

 1,351   2,289   2,951   

法人税等調整額  7 1,3581.9 △90 2,1982.6 △170 2,7801.9

中間（当期）純利
益

  1,8572.6  2,9333.6  3,7522.6
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（訂正後）

  
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   70,996100.0  82,281100.0  144,999100.0

Ⅱ　売上原価   51,56572.6  59,49872.3  105,15072.5

売上総利益   19,43127.4  22,78227.7  39,84827.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  16,01922.6  18,06122.0  32,92322.7

営業利益   3,4114.8  4,7215.7  6,9254.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  572 0.8  666 0.8  1,2170.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  255 0.4  189 0.2  464 0.3

経常利益   3,7285.2  5,1986.3  7,6795.3

Ⅵ　特別利益   － －  40 0.0  － －

Ⅶ　特別損失 ※3,5  512 0.7  106 0.1  1,4121.0

税引前中間（当
期）純利益

  3,2154.5  5,1316.2  6,2664.3

法人税、住民税及
び事業税

 1,351   2,289   2,951   

法人税等調整額  7 1,3581.9 △90 2,1982.6 △276 2,6741.8

中間（当期）純利
益

  1,8572.6  2,9333.6  3,5922.5
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③【中間株主資本等変動計算書】

（訂正前）

前中間会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31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

中間会計期間中の変動額           

特別償却準備金の取崩（注）     △1  1 －  －

特別償却準備金の取崩     △0  0 －  －

別途積立金の積立（注）      3,000△3,000 －  －

剰余金の配当（注）       △239 △239  △239

役員賞与（注）       △9 △9  △9

中間純利益       1,8571,857  1,857

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

          

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △1 3,000△1,3891,608 △0 1,608

平成18年８月31日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 0 15,5402,58618,217△0 51,329

           

 

 

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

中間会計期間中の変動額    

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

役員賞与（注）   △9

中間純利益   1,857

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△1 △1 △1

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△1 △1 1,607

平成18年８月31日　残高
（百万円）

24 24 51,353

    

　（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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当中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31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

中間会計期間中の変動額          

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      △478 △478  △478

中間純利益      2,9332,933  2,933

自己株式の取得        △21 △21

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ 6,9546,954 － 3,500△1,0452,454 △21 9,387

平成19年８月31日　残高
（百万円）

15,43424,63224,632 90 19,0403,19822,328△22 62,373

          

 

 

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

中間会計期間中の変動額    

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   △478

中間純利益   2,933

自己株式の取得   △21

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△2 △2 △2

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△2 △2 9,384

平成19年８月31日　残高
（百万円）

22 22 62,396
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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。

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

訂正半期報告書

43/52



（訂正後）

前中間会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31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

中間会計期間中の変動額           

特別償却準備金の取崩（注）     △1  1 －  －

特別償却準備金の取崩     △0  0 －  －

別途積立金の積立（注）      3,000△3,000 －  －

剰余金の配当（注）       △239 △239  △239

役員賞与（注）       △9 △9  △9

中間純利益       1,8571,857  1,857

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

          

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △1 3,000△1,3881,608 △0 1,608

平成18年８月31日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 0 15,5402,29017,922△0 51,033

           

 

 

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

中間会計期間中の変動額    

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

役員賞与（注）   △9

中間純利益   1,857

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△1 △1 △1

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△1 △1 1,607

平成18年８月31日　残高
（百万円）

24 24 51,057

    

　（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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当中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31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

中間会計期間中の変動額          

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      △478 △478  △478

中間純利益      2,9332,933  2,933

自己株式の取得        △21 △21

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ 6,9546,954 － 3,500△1,0452,454 △21 9,387

平成19年８月31日　残高
（百万円）

15,43424,63224,632 90 19,0402,74221,872△22 61,917

          

 

 

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

中間会計期間中の変動額    

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   △478

中間純利益   2,933

自己株式の取得   △21

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△2 △2 △2

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△2 △2 9,384

平成19年８月31日　残高
（百万円）

22 22 61,940
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（訂正前）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

３．引当金の計上基準 (1）投資損失引当金 (1）投資損失引当金 (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。

同左 同左

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

 ────── 　従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支給見込額に基づ

き当中間会計期間の負担額を計

上しております。

──────

 (3）退職給付引当金 (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、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

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 　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。

 (4）役員退職慰労引当金 (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出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。

同左 　役員の退職慰労金の支出に備

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。
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（訂正後）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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 同左

 (2）投資損失引当金 (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 同左

 (3）賞与引当金 (3）賞与引当金 (3）賞与引当金

 ────── 　従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支給見込額に基づ

き当中間会計期間の負担額を計

上しております。

──────

 (4）退職給付引当金 (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、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

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 　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。

 (5）役員退職慰労引当金 (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出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。

同左 　役員の退職慰労金の支出に備

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。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これにより税引前中間純利益は430

百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。

 　当事業年度より、「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号　平成15年

10月31日）を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は592

百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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、51,353百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

 　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。
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（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これにより税引前中間純利益は430

百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。

 　当事業年度より、「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号　平成15年

10月31日）を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は592

百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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、51,057百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

 　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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（１株当たり情報）

（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

１株当たり純資産額 858円93銭

１株当たり中間純利益
金額

31円06銭

　

 

１株当たり純資産額 985円38銭

１株当たり中間純利益
金額

46円32銭

　

 

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

　
　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

　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、以下のとおりとなりま

す。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

　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

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、以下のとおりとなりま

す。
 

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資
産額

１株当たり純資
産額

466円04銭 831円89銭

１株当たり中間
純利益金額

１株当たり当期
純利益金額

38円70銭 70円84銭

なお、潜在株式

調整後１株当た

り中間純利益金

額については、

潜在株式がない

ため記載してお

りません。

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株当たり純資産額 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。

　

　（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。

 
前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） 51,353 62,396 53,011

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純
資産額（百万円）

51,535 62,396 53,011

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末（期末）の普通株式の数
（株）

59,787,654 63,322,112 59,787,654

２．１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,857 2,933 3,752

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円）

1,857 2,933 3,752

期中平均株式数（株） 59,787,658 63,326,995 59,787,656
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（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

１株当たり純資産額 853円99銭

１株当たり中間純利益
金額

31円06銭

　

 

１株当たり純資産額 978円18銭

１株当たり中間純利益
金額

46円32銭

　

 

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

　
　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

　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、以下のとおりとなりま

す。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

　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

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、以下のとおりとなりま

す。
 

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資
産額

１株当たり純資
産額

460円74銭 826円95銭

１株当たり中間
純利益金額

１株当たり当期
純利益金額

36円98銭 68円79銭

なお、潜在株式

調整後１株当た

り中間純利益金

額については、

潜在株式がない

ため記載してお

りません。

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株当たり純資産額 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。

　

　（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。

 
前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） 51,057 61,940 52,555

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純
資産額（百万円）

51,057 61,940 52,555

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末（期末）の普通株式の数
（株）

59,787,654 63,322,112 59,787,654

２．１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,857 2,933 3,592

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円）

1,857 2,933 3,592

期中平均株式数（株） 59,787,658 63,326,995 59,787,656
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