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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においては、現金及び預金が535百万円減少、流動資産のその他が43百万円増加、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491百万円増加し、この結果、利益剰余金が295百万円減少しました。

　同時に個別財務諸表の貸借対照表におきましても、現金及び預金が535百万円減少、流動資産のその他が43百万円増加、固定資

産の繰延税金資産が196百万円増加、投資その他の資産のその他が491百万円増加、貸倒引当金が491百万円増加し、この結果、繰

越利益剰余金が295百万円減少しました。

　これらを訂正するため、金融商品取引法第24条の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

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

会計方針の変更

注記事項

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（１株当たり情報）

（重要な後発事象）

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

④　中間キャッシュ・フロー計算書

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

会計方針の変更

（中間損益計算書関係）

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

（１株当たり情報）

（重要な後発事象）

 

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23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間

自平成16年
３月１日
至平成16年
８月31日

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16年
３月１日
至平成17年
２月28日

自平成17年
３月１日
至平成18年
２月28日

売上高（百万円） － － 108,584 － －

経常利益（百万円） － － 4,987 － －

中間（当期）純利益
（百万円）

－ － 2,018 － －

純資産額（百万円） － － 59,122 － 49,752

総資産額（百万円） － － 101,249 － 97,033

１株当たり純資産額（円） － － 861.95 － 1,663.99

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円）

－ － 33.77 － －

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 － 51.3

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ － 7,764 － －

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ － △12,340 － －

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ － △5,334 － －

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円）

－ － 21,183 － －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
(－)

－
(－)

2,519
(3,504)

－
(－)

2,316
(3,279)

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

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

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

成しておりません。

３．売上高には消費税等は含まれておりません。

４．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。

５．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。
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（訂正後）

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間

自平成16年
３月１日
至平成16年
８月31日

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16年
３月１日
至平成17年
２月28日

自平成17年
３月１日
至平成18年
２月28日

売上高（百万円） － － 108,584 － －

経常利益（百万円） － － 4,987 － －

中間（当期）純利益
（百万円）

－ － 2,018 － －

純資産額（百万円） － － 58,827 － 49,457

総資産額（百万円） － － 100,954 － 96,738

１株当たり純資産額（円） － － 857.01 － 1,654.11

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円）

－ － 33.77 － －

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 － 51.1

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ － 7,764 － －

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ － △12,340 － －

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

－ － △5,334 － －

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円）

－ － 20,648 － －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
(－)

－
(－)

2,519
(3,504)

－
(－)

2,316
(3,279)

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

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

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

成しておりません。

３．売上高には消費税等は含まれておりません。

４．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。

５．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。
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(2）提出会社の経営指標等

（訂正前）

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間

自平成16年
３月１日
至平成16年
８月31日

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16年
３月１日
至平成17年
２月28日

自平成17年
３月１日
至平成18年
２月28日

売上高（百万円） 51,130 61,152 70,996 105,051 122,928

経常利益（百万円） 2,977 3,524 3,728 5,794 6,549

中間（当期）純利益
（百万円）

1,665 2,023 1,857 3,139 3,744

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

発行済株式総数（株） 26,144,00026,144,00059,788,00026,144,00029,894,000

純資産額（百万円） 21,297 24,368 51,353 22,526 49,746

総資産額（百万円） 41,361 51,793 81,660 41,569 80,864

１株当たり純資産額（円） 814.64 932.09 858.93 861.65 1,663.78

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円）

63.71 77.41 31.06 120.08 141.68

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 6.00 4.00 12.00 14.00

自己資本比率（％） 51.5 47.0 62.9 54.2 61.5

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

2,607 3,429 － 3,072 3,618

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△2,486 △2,174 － △6,012 △13,118

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△130 4,843 － △287 33,240

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円）

9,271 12,152 － 6,053 29,795

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

1,359
(2,194)

1,620
(2,143)

1,797
(2,300)

1,418
(1,936)

1,646
(2,157)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第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．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。

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。

５．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23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間

自平成16年
３月１日
至平成16年
８月31日

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16年
３月１日
至平成17年
２月28日

自平成17年
３月１日
至平成18年
２月28日

売上高（百万円） 51,130 61,152 70,996 105,051 122,928

経常利益（百万円） 2,977 3,524 3,728 5,794 6,549

中間（当期）純利益
（百万円）

1,599 1,933 1,857 3,016 3,635

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

発行済株式総数（株） 26,144,00026,144,00059,788,00026,144,00029,894,000

純資産額（百万円） 21,167 24,090 51,057 22,339 49,450

総資産額（百万円） 41,461 51,556 81,364 41,421 80,569

１株当たり純資産額（円） 809.66 921.48 853.99 854.49 1,653.90

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円）

61.18 73.96 31.06 115.37 137.58

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 6.00 4.00 12.00 14.00

自己資本比率（％） 51.1 46.7 62.8 53.9 61.4

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

2,607 3,279 － 2,752 3,403

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△2,486 △2,174 － △6,012 △13,118

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△130 4,843 － △287 33,240

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円）

9,271 11,682 － 5,733 29,260

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

1,359
(2,194)

1,620
(2,143)

1,797
(2,300)

1,418
(1,936)

1,646
(2,157)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第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．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。

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。

５．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。

 

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

 6/52



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、税金等調整前中間純利益が4,344百万円

あったものの、定期預金への資金運用及び短期借入金の返済を主因に期首残高に比べ9,897百万円減少し、当中間連結会計

期間末では21,183百万円となりました。

 

　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、7,764百万円となりました。

　これは主に、税金等調整前中間純利益4,344百万円に対し、資金増加要因として仕入債務の増加額5,925百万円、減価償却

費897百万円、資金減少要因としてたな卸資産の増加1,906百万円、法人税等の支払額1,571百万円があったことによるもの

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、12,340百万円となりました。

　これは主に、資金運用として定期預金等の預入11,227百万円、新規出店24店舗による有形固定資産の取得による支出

1,334百万円があったこと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、5,334百万円となりました。

　これは主に、短期借入金の返済による支出5,000百万円、配当金の支払額237百万円があったことによるものであります。

 

（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、税金等調整前中間純利益が4,344百万円

あったものの、定期預金への資金運用及び短期借入金の返済を主因に期首残高に比べ9,897百万円減少し、当中間連結会計

期間末では20,648百万円となりました。

 

　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、7,764百万円となりました。

　これは主に、税金等調整前中間純利益4,344百万円に対し、資金増加要因として仕入債務の増加額5,925百万円、減価償却

費897百万円、資金減少要因としてたな卸資産の増加1,906百万円、法人税等の支払額1,571百万円があったことによるもの

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、12,340百万円となりました。

　これは主に、資金運用として定期預金等の預入11,227百万円、新規出店24店舗による有形固定資産の取得による支出

1,334百万円があったこと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、5,334百万円となりました。

　これは主に、短期借入金の返済による支出5,000百万円、配当金の支払額237百万円があったことによるものであります。
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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）

  
当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   32,553   32,025  

２．売掛金   2,674   2,247  

３．たな卸資産   24,596   22,689  

４．その他   4,863   3,819  

貸倒引当金   －   △0  

流動資産合計   64,68763.9  60,78162.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※1,2 14,442   14,388   

(2）土地 ※２ 5,965   6,066   

(3）その他 ※１ 1,523 21,932  1,397 21,852  

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定  1,774   1,978   

(2）その他  1,730 3,504  1,750 3,729  

３．投資その他の資産        

(1）差入保証金  8,732   8,253   

(2）その他  2,507   2,517   

貸倒引当金  △72   △57   

投資損失引当金  △43 11,125  △43 10,669  

固定資産合計   36,56136.1  36,25137.4

資産合計   101,249100.0  97,033100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   26,848   20,721  

２．短期借入金   －   5,000  

３．賞与引当金   171   120  

４．その他   8,086   7,285  

流動負債合計   35,10634.7  33,12734.1

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   5,000   5,000  

２．退職給付引当金   783   677  

３．役員退職慰労引当金   586   564  

４．その他   650   700  

固定負債合計   7,0216.9  6,9417.2

負債合計   42,12741.6  40,06941.3

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  7,2127.4

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   － －  15,43415.9

Ⅱ　資本剰余金   － －  17,67718.2

Ⅲ　利益剰余金   － －  16,60817.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   － －  31 0.1

Ⅴ　自己株式   － －  △0 △0.0

資本合計   － －  49,75251.3

負債、少数株主持分及び資
本合計

  － －  97,033100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   15,43415.2  － －

２．資本剰余金   17,67717.5  － －

３．利益剰余金   18,37918.2  － －

４．自己株式   △0 △0.0  － －

株主資本合計   51,49150.9  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  21 0.0  － －

２．繰延ヘッジ損益   21 0.0  － －

評価・換算差額等合計   43 0.0  － －

Ⅲ　少数株主持分   7,5887.5  － －

純資産合計   59,12258.4  － －

負債純資産合計   101,249100.0  － －
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（訂正後）

  
当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   32,018   31,490  

２．売掛金   2,674   2,247  

３．たな卸資産   24,596   22,689  

４．その他   4,907   3,863  

貸倒引当金   －   △0  

流動資産合計   64,19663.6  60,29062.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※1,2 14,442   14,388   

(2）土地 ※２ 5,965   6,066   

(3）その他 ※１ 1,523 21,932  1,397 21,852  

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定  1,774   1,978   

(2）その他  1,730 3,504  1,750 3,729  

３．投資その他の資産        

(1）差入保証金  8,732   8,253   

(2）その他  3,195   3,204   

貸倒引当金  △564   △549   

投資損失引当金  △43 11,321  △43 10,865  

固定資産合計   36,75836.4  36,44737.7

資産合計   100,954100.0  96,738100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   26,848   20,721  

２．短期借入金   －   5,000  

３．賞与引当金   171   120  

４．その他   8,086   7,285  

流動負債合計   35,10634.8  33,12734.2

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   5,000   5,000  

２．退職給付引当金   783   677  

３．役員退職慰労引当金   586   564  

４．その他   650   700  

固定負債合計   7,0216.9  6,9417.2

負債合計   42,12741.7  40,06941.4

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  7,2127.5

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   － －  15,43416.0

Ⅱ　資本剰余金   － －  17,67718.3

Ⅲ　利益剰余金   － －  16,31316.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   － －  31 0.0

Ⅴ　自己株式   － －  △0 △0.0

資本合計   － －  49,45751.1

負債、少数株主持分及び資
本合計

  － －  96,738100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   15,43415.3  － －

２．資本剰余金   17,67717.5  － －

３．利益剰余金   18,08317.9  － －

４．自己株式   △0 △0.0  － －

株主資本合計   51,19550.7  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  21 0.1  － －

２．繰延ヘッジ損益   21 0.0  － －

評価・換算差額等合計   43 0.1  － －

Ⅲ　少数株主持分   7,5887.5  － －

純資産合計   58,82758.3  － －

負債純資産合計   100,954100.0  － －
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

（訂正前）

当中間連結会計期間（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。

 

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

14/52



（訂正後）

当中間連結会計期間（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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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  4,344

減価償却費  897

減損損失  498

連結調整勘定償却額  197

賞与引当金の増減額（減少：△）  51

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 106

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

 22

貸倒引当金の増減額（減少：△）  14

受取利息及び受取配当金  △39

広告宣伝用器具受贈益  △86

支払利息  11

固定資産売却益  △12

固定資産売却損  6

固定資産除却損  74

売上債権の増減額（増加：△）  △427

たな卸資産の増減額（増加：△）  △1,906

仕入債務の増減額（減少：△）  5,925

役員賞与の支払額  △9

その他  △310

小計  9,359

利息及び配当金の受取額  △11

利息の支払額  △11

法人税等の支払額  △1,571

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,764
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当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

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

 △11,227

定期預金及び定期積金の払戻によ
る収入

 801

有形固定資産の取得による支出  △1,334

有形固定資産の売却による収入  62

無形固定資産の取得による支出  △109

投資有価証券の売却による収入  14

差入保証金による支出  △474

差入保証金の返還による収入  161

その他の投資増減額（増加：△）  △235

投資活動によるキャッシュ・フロー  △12,340

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

自己株式の取得による支出  △0

割賦債務等の支出  △28

配当金の支払額  △237

少数株主への配当金の支払額  △68

財務活動によるキャッシュ・フロー  △5,334

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  11

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 △9,897

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  31,081

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 21,183
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（訂正後）

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  4,344

減価償却費  897

減損損失  498

連結調整勘定償却額  197

賞与引当金の増減額（減少：△）  51

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 106

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

 22

貸倒引当金の増減額（減少：△）  14

受取利息及び受取配当金  △39

広告宣伝用器具受贈益  △86

支払利息  11

固定資産売却益  △12

固定資産売却損  6

固定資産除却損  74

売上債権の増減額（増加：△）  △427

たな卸資産の増減額（増加：△）  △1,906

仕入債務の増減額（減少：△）  5,925

役員賞与の支払額  △9

その他  △310

小計  9,359

利息及び配当金の受取額  △11

利息の支払額  △11

法人税等の支払額  △1,571

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,764
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当中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

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

 △11,227

定期預金及び定期積金の払戻によ
る収入

 801

有形固定資産の取得による支出  △1,334

有形固定資産の売却による収入  62

無形固定資産の取得による支出  △109

投資有価証券の売却による収入  14

差入保証金による支出  △474

差入保証金の返還による収入  161

その他の投資増減額（増加：△）  △235

投資活動によるキャッシュ・フロー  △12,340

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

自己株式の取得による支出  △0

割賦債務等の支出  △28

配当金の支払額  △237

少数株主への配当金の支払額  △68

財務活動によるキャッシュ・フロー  △5,334

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  11

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 △9,897

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  30,546

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 20,648
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会計方針の変更

（訂正前）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（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。

 

（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。
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（訂正後）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（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。

 

（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。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

 

※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

 

（平成18年８月31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

　

 

 

（訂正後）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

 

※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

 

（平成18年８月31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
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（１株当たり情報）

（訂正前）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

 

１株当たり純資産額 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 1,663円99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。

　連結子会社株式のみなし取得日が

当連結会計年度期末日であるため、

連結貸借対照表のみを作成し、連結

損益計算書を作成していないため、

１株当たり当期純利益金額について

は、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

832.00円

　

  

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

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

 

中間純利益（百万円） 2,018  

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  

期中平均株式数（株） 59,787,658  

２．１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。

 
当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

 

純資産の部の合計額（百万円） 59,122 －  

純資産の部の合計額から控除する金
額（百万円）

7,588 －  

（うち少数株主持分） （7,588） （－）  

普通株式に係る中間期末（期末）の
純資産額（百万円）

51,534 －  

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 －  
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（訂正後）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

 

１株当たり純資産額 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 1,654円11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。

　連結子会社株式のみなし取得日が

当連結会計年度期末日であるため、

連結貸借対照表のみを作成し、連結

損益計算書を作成していないため、

１株当たり当期純利益金額について

は、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株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

 

中間純利益（百万円） 2,018  

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  

期中平均株式数（株） 59,787,658  

２．１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。

 
当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

 

純資産の部の合計額（百万円） 58,827 －  

純資産の部の合計額から控除する金
額（百万円）

7,588 －  

（うち少数株主持分） （7,588） （－）  

普通株式に係る中間期末（期末）の
純資産額（百万円）

51,238 －  

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 －  
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（重要な後発事象）

（訂正前）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── １　平成18年１月10日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。

 (1）平成18年３月１日付をもって普通株式１株を２株

に分割しております。

 ①　分割により増加する株式数

 普通株式　　　29,894,000株

 ②　分割方式

 　平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。

 (2）配当起算日

 平成18年３月１日

 　当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場

合の当連結会計年度における１株当たり情報は、

以下のとおりとなります。

 　

当連結会計年度

１株当たり純資産額 832円00銭
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（訂正後）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── １　平成18年１月10日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。

 (1）平成18年３月１日付をもって普通株式１株を２株

に分割しております。

 ①　分割により増加する株式数

 普通株式　　　29,894,000株

 ②　分割方式

 　平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。

 (2）配当起算日

 平成18年３月１日

 　当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場

合の当連結会計年度における１株当たり情報は、

以下のとおりとなります。

 　

当連結会計年度

１株当たり純資産額 827円06銭
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２【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17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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  12,509   27,603   30,199   

２．売掛金  1,753   2,471   2,089   

３．たな卸資産  14,998   18,371   16,333   

４．繰延税金資産  574   752   804   

５．未収入金  1,754   2,507   1,823   

６．その他  1,037   942   1,489   

流動資産合計   32,62863.0  52,64964.5  52,73865.2

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  8,305   9,408   9,228   

２．土地  460   415   460   

３．その他  2,435   2,204   2,082   

有形固定資産合計  11,201   12,028   11,770   

(2）無形固定資産  1,367   1,257   1,274   

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式  －   9,228   9,216   

２．差入保証金  4,397   5,107   4,509   

３．その他  2,198   1,432   1,397   

投資損失引当金  －   △43   △43   

投資その他の資産
合計

 6,595   15,724   15,080   

固定資産合計   19,16537.0  29,01035.5  28,12634.8

資産合計   51,793100.0  81,660100.0  80,864100.0
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前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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  15,548   17,369   13,687   

２．短期借入金  －   －   5,000   

３．未払金  2,135   2,324   2,209   

４．未払費用  1,902   2,529   2,206   

５．未払法人税等  1,449   1,456   1,656   

６．賞与引当金  147   －   －   

７．その他 ※２ 237   322   235   

流動負債合計   21,41941.4  24,00229.4  24,99530.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  5,000   5,000   5,000   

２．退職給付引当金  436   584   496   

３．役員退職慰労引当
金

 521   557   539   

４．その他  47   162   87   

固定負債合計   6,00511.6  6,3047.7  6,1237.6

負債合計   27,42553.0  30,30737.1  31,11838.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,5886.9  － －  15,43419.1

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  5,838   －   17,677   

資本剰余金合計   5,83811.3  － －  17,67721.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  90   －   90   

２．任意積立金  12,542   －   12,542   

３．中間（当期）未処
分利益

 2,412   －   3,975   

利益剰余金合計   15,04529.0  － －  16,60820.5

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  △103△0.2  － －  25 0.0

Ⅴ　自己株式   △0 △0.0  － －  △0 △0.0

資本合計   24,36847.0  － －  49,74661.5

負債資本合計   51,793100.0  － －  80,864100.0
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前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  15,43418.9  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   17,677   －   

資本剰余金合計   － －  17,67721.7  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   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   －   

繰越利益剰余金  －   2,586   －   

利益剰余金合計   － －  18,21722.3  － －

４．自己株式   － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計   － －  51,32962.9  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  24 0.0  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  24 0.0  － －

純資産合計   － －  51,35362.9  － －

負債純資産合計   － －  81,660100.0  － －
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（訂正後）

  
前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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  12,039   27,068   29,664   

２．売掛金  1,753   2,471   2,089   

３．たな卸資産  14,998   18,371   16,333   

４．繰延税金資産  574   752   804   

５．未収入金  1,754   2,507   1,823   

６．その他  1,086   986   1,532   

流動資産合計   32,20662.5  52,15864.1  52,24664.8

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  8,305   9,408   9,228   

２．土地  460   415   460   

３．その他  2,435   2,204   2,082   

有形固定資産合計  11,201   12,028   11,770   

(2）無形固定資産  1,367   1,257   1,274   

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式  －   9,228   9,216   

２．差入保証金  4,397   5,107   4,509   

３．その他  2,844   2,119   2,084   

貸倒引当金  △461   △491   △491   

投資損失引当金  －   △43   △43   

投資その他の資産
合計

 6,780   15,921   15,276   

固定資産合計   19,34937.5  29,20635.9  28,32235.2

資産合計   51,556100.0  81,364100.0  80,569100.0
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前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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  15,548   17,369   13,687   

２．短期借入金  －   －   5,000   

３．未払金  2,175   2,324   2,209   

４．未払費用  1,902   2,529   2,206   

５．未払法人税等  1,449   1,456   1,656   

６．賞与引当金  147   －   －   

７．その他 ※２ 237   322   235   

流動負債合計   21,45941.6  24,00229.5  24,99531.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  5,000   5,000   5,000   

２．退職給付引当金  436   584   496   

３．役員退職慰労引当
金

 521   557   539   

４．その他  47   162   87   

固定負債合計   6,00511.7  6,3047.7  6,1237.6

負債合計   27,46553.3  30,30737.2  31,11838.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,5887.0  － －  15,43419.2

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  5,838   －   17,677   

資本剰余金合計   5,83811.3  － －  17,67722.0

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  90   －   90   

２．任意積立金  12,542   －   12,542   

３．中間（当期）未処
分利益

 2,134   －   3,680   

利益剰余金合計   14,76728.6  － －  16,31320.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  △103△0.2  － －  25 0.0

Ⅴ　自己株式   △0 △0.0  － －  △0 △0.0

資本合計   24,09046.7  － －  49,45061.4

負債資本合計   51,556100.0  － －  80,569100.0
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前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  15,43419.0  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   17,677   －   

資本剰余金合計   － －  17,67721.7  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   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   －   

繰越利益剰余金  －   2,290   －   

利益剰余金合計   － －  17,92222.0  － －

４．自己株式   － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計   － －  51,03362.7  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  24 0.1  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  24 0.1  － －

純資産合計   － －  51,05762.8  － －

負債純資産合計   － －  81,364100.0  － －
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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17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（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   61,152100.0  70,996100.0  122,928100.0

Ⅱ　売上原価   44,13472.2  51,56572.6  87,90871.5

売上総利益   17,01827.8  19,43127.4  35,02028.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  13,87622.7  16,01922.6  29,07823.7

営業利益   3,1415.1  3,4114.8  5,9414.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  473 0.8  572 0.8  948 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  89 0.2  255 0.4  340 0.3

経常利益   3,5245.8  3,7285.2  6,5495.3

Ⅵ　特別利益   － －  － －  0 0.0

Ⅶ　特別損失 ※3.5  24 0.0  512 0.7  137 0.1

税引前中間（当
期）純利益

  3,5005.7  3,2154.5  6,4135.2

法人税、住民税及
び事業税

 1,398   1,351   2,872   

法人税等調整額  78 1,4762.4 7 1,3581.9 △203 2,6682.2

中間（当期）純利
益

  2,0233.3  1,8572.6  3,7443.0

前期繰越利益   388   －   388  

中間配当額   －   －   156  

中間（当期）未処
分利益

  2,412   －   3,975  
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（訂正後）

  
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（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   61,152100.0  70,996100.0  122,928100.0

Ⅱ　売上原価   44,13472.2  51,56572.6  87,90871.5

売上総利益   17,01827.8  19,43127.4  35,02028.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  13,87622.7  16,01922.6  29,07823.7

営業利益   3,1415.1  3,4114.8  5,9414.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  473 0.8  572 0.8  948 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  89 0.2  255 0.4  340 0.3

経常利益   3,5245.8  3,7285.2  6,5495.3

Ⅵ　特別利益   － －  － －  0 0.0

Ⅶ　特別損失 ※3.5  174 0.3  512 0.7  317 0.2

税引前中間（当
期）純利益

  3,3505.5  3,2154.5  6,2335.1

法人税、住民税及
び事業税

 1,398   1,351   2,872   

法人税等調整額  18 1,4162.3 7 1,3581.9 △275 2,5972.1

中間（当期）純利
益

  1,9333.2  1,8572.6  3,6353.0

前期繰越利益   201   －   201  

中間配当額   －   －   156  

中間（当期）未処
分利益

  2,134   －   3,680  
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③【中間株主資本等変動計算書】

（訂正前）

当中間会計期間（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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（訂正後）

当中間会計期間（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△1,3891,608 △0 1,608

平成18年８月31日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 0 15,5402,29017,922△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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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間（当期）純利益  3,500 6,413

減価償却費  564 1,281

賞与引当金の増減額（減少：△）  147 －

退職給付引当金の増減額（減少：
△）

 54 114

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△）

 11 29

投資損失引当金の増減額（減少：
△）

 － 43

受取利息及び受取配当金  △27 △57

広告宣伝用器具受贈益  △119 △228

支払利息  8 21

固定資産除却損  14 68

売上債権の増減額（増加：△）  △354 △690

たな卸資産の増減額（増加：△）  △1,823 △3,157

その他流動資産増減額（増加：
△）

 △311 186

仕入債務の増減額（減少：△）  2,908 1,318

未払金の増減額（減少：△）  283 640

未払費用の増減額（減少：△）  54 358

未払消費税等の増減額（減少：
△）

 △198 △172

その他  46 210

小計  4,760 6,381

利息及び配当金の受取額  27 57

利息の支払額  △8 △20

法人税等の支払額  △1,349 △2,798

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,429 3,618
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前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（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れに
よる支出

 △215 △530

定期預金及び定期積金の払戻によ
る収入

 271 539

有形固定資産の取得による支出  △1,051 △2,225

無形固定資産の取得による支出  △667 △751

関係会社の取得による支出  － △8,161

貸付による支出  △2 △1,006

差入保証金による支出  △367 △757

差入保証金の返還による収入  69 157

その他の投資増減額（増加：△）  △211 △382

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,174 △13,118

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金による収入  － 5,000

長期借入金による収入  5,000 5,000

株式の発行による収入  － 23,553

配当金の支払額  △156 △312

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,843 33,240

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 6,098 23,741

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  6,053 6,053

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

 12,152 29,795
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（訂正後）

  
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間（当期）純利益  3,350 6,233

減価償却費  564 1,281

貸倒引当金の増減額（減少：△）  150 180

賞与引当金の増減額（減少：△）  147 －

退職給付引当金の増減額（減少：
△）

 54 114

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△）

 11 29

投資損失引当金の増減額（減少：
△）

 － 43

受取利息及び受取配当金  △27 △57

広告宣伝用器具受贈益  △119 △228

支払利息  8 21

固定資産除却損  14 68

売上債権の増減額（増加：△）  △354 △690

たな卸資産の増減額（増加：△）  △1,823 △3,157

その他流動資産増減額（増加：
△）

 △311 186

仕入債務の増減額（減少：△）  2,908 1,318

未払金の増減額（減少：△）  283 600

未払費用の増減額（減少：△）  54 358

未払消費税等の増減額（減少：
△）

 △198 △172

その他  △103 35

小計  4,610 6,166

利息及び配当金の受取額  27 57

利息の支払額  △8 △20

法人税等の支払額  △1,349 △2,798

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,279 3,403
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前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（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れに
よる支出

 △215 △530

定期預金及び定期積金の払戻によ
る収入

 271 539

有形固定資産の取得による支出  △1,051 △2,225

無形固定資産の取得による支出  △667 △751

関係会社の取得による支出  － △8,161

貸付による支出  △2 △1,006

差入保証金による支出  △367 △757

差入保証金の返還による収入  69 157

その他の投資増減額（増加：△）  △211 △382

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,174 △13,118

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金による収入  － 5,000

長期借入金による収入  5,000 5,000

株式の発行による収入  － 23,553

配当金の支払額  △156 △312

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,843 33,240

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 5,948 23,526

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  5,733 5,733

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

 11,682 29,260
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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17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（中略） （中略） （中略） （中略）

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

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与

の支給に充てるため、賞与の支

給見込額のうち当中間会計期間

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、各事業

年度の発生時における従業員の

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

り費用処理することとしており

ます。

また、数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における従業

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

により按分した額をそれぞれ発

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給に備

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。
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（訂正後）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（中略） （中略） （中略） （中略）

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

 (3）賞与引当金 (3）賞与引当金 (3）賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与

の支給に充てるため、賞与の支

給見込額のうち当中間会計期間

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、各事業

年度の発生時における従業員の

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

り費用処理することとしており

ます。

また、数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における従業

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

により按分した額をそれぞれ発

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給に備

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。
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会計方針の変更

（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── （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。

 

 

（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── （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。
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（中間損益計算書関係）

（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

 

受取利息 20百万円

広告宣伝用器具
受贈益

170百万円

受取手数料 196百万円

　

 

受取利息 28百万円

広告宣伝用器具
受贈益

132百万円

受取手数料 231百万円

　

 

受取利息 42百万円

広告宣伝用器具
受贈益

320百万円

受取手数料 384百万円

　

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

 

支払利息 8百万円

障害者雇用納付金 10百万円

賃貸原価 30百万円

店舗開発費用 31百万円

　

 

支払利息 10百万円

リース解約損 123百万円

　

 

支払利息 21百万円

新株発行費用 132百万円

  

  

　

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

 

固定資産除却損 21百万円

店舗賃借解約損 2百万円

　

 

減損損失 430百万円

固定資産除却損 77百万円

　

 

固定資産除却損 86百万円

  

　

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

 

有形固定資産 493百万円

無形固定資産 58百万円

　

 

有形固定資産 547百万円

無形固定資産 105百万円

　

 

有形固定資産 1,091百万円

無形固定資産 161百万円

　

 

（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

 

受取利息 20百万円

広告宣伝用器具
受贈益

170百万円

受取手数料 196百万円

　

 

受取利息 28百万円

広告宣伝用器具
受贈益

132百万円

受取手数料 231百万円

　

 

受取利息 42百万円

広告宣伝用器具
受贈益

320百万円

受取手数料 384百万円

　

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

 

支払利息 8百万円

障害者雇用納付金 10百万円

賃貸原価 30百万円

店舗開発費用 31百万円

　

 

支払利息 10百万円

リース解約損 123百万円

  

  

　

 

支払利息 21百万円

新株発行費用 132百万円

  

  

　

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

 

固定資産除却損 21百万円

店舗賃借解約損 2百万円

貸倒引当金繰入
額

150百万円

　

 

減損損失 430百万円

固定資産除却損 77百万円

　

 

固定資産除却損 86百万円

貸倒引当金繰入
額

180百万円

　

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

 

有形固定資産 493百万円

無形固定資産 58百万円

　

 

有形固定資産 547百万円

無形固定資産 105百万円

　

 

有形固定資産 1,091百万円

無形固定資産 161百万円
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

 

平成17年８月31日現在 平成18年２月28日現在  

 

現金及び預金勘定 12,509百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△357百万円

現金及び現金同等
物

12,152百万円

　

 

現金及び預金勘定 30,199百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△403百万円

現金及び現金同等
物

29,795百万円

　

 

 

（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

 

平成17年８月31日現在 平成18年２月28日現在  

 

現金及び預金勘定 12,039百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△357百万円

現金及び現金同等
物

11,682百万円

　

 

現金及び預金勘定 29,664百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金

△403百万円

現金及び現金同等
物

29,260百万円
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（１株当たり情報）

（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

１株当たり純資産額 932円09銭

１株当たり中間純利益
金額

77円41銭

　

 

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 1,663円78銭

１株当たり当期純利益
金額

141円68銭

　

なお、潜在株式調整後１株当たり

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

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

466.04円 831.89円

１株当たり中間

純利益金額

１株当たり当期

純利益金額

38.70円 70.84円

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。

　

 

　（注）１．１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17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前事業年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,023 1,857 3,744

普通株主に帰属しない金額
（百万円）

－ － 9

（うち利益処分による役員賞与
金）

（－） （－） （9）

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円）

2,023 1,857 3,734

期中平均株式数（株） 26,143,854 59,787,658 26,359,607
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２．１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17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） － 51,353 －

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 －

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 －
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（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

１株当たり純資産額 921円48銭

１株当たり中間純利益
金額

73円96銭

　

 

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 1,653円90銭

１株当たり当期純利益
金額

137円58銭

　

なお、潜在株式調整後１株当たり

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

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

460.74円 826.95円

１株当たり中間

純利益金額

１株当たり当期

純利益金額

36.98円 68.79円

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。

　

 

　（注）１．１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17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前事業年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,933 1,857 3,635

普通株主に帰属しない金額
（百万円）

－ － 9

（うち利益処分による役員賞与
金）

（－） （－） （9）

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円）

1,933 1,857 3,626

期中平均株式数（株） 26,143,854 59,787,658 26,359,607
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２．１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17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） － 51,057 －

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 －

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 －
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（重要な後発事象）

（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── ────── １　平成18年１月10日開催の当社取

締役会の決議に基づき、次のよう

に株式分割による新株式を発行し

ております。

  (1）平成18年３月１日付をもって

普通株式１株を２株に分割して

おります。

  ①　分割により増加する株式数

  普通株式　　29,894,000株

  ②　分割方式

  　平成18年２月28日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記

載または記録された株主の所

有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割しており

ます。

  (2）配当起算日

  平成18年３月１日

  　当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前期

における１株当たり情報及び

当期首に行われたと仮定した

場合の当期における１株当た

り情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

   

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資

産額

１株当たり純資

産額

430.82円 831.89円

１株当たり当期

純利益金額

１株当たり当期

純利益金額

60.04円 70.84円

なお、潜在株式

調整後１株当た

り当期純利益金

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。
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（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

────── ────── １　平成18年１月10日開催の当社取

締役会の決議に基づき、次のよう

に株式分割による新株式を発行し

ております。

  (1）平成18年３月１日付をもって

普通株式１株を２株に分割して

おります。

  ①　分割により増加する株式数

  普通株式　　29,894,000株

  ②　分割方式

  　平成18年２月28日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記

載または記録された株主の所

有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割しており

ます。

  (2）配当起算日

  平成18年３月１日

  　当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前期

における１株当たり情報及び

当期首に行われたと仮定した

場合の当期における１株当た

り情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

   

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資

産額

１株当たり純資

産額

427.24円 826.95円

１株当たり当期

純利益金額

１株当たり当期

純利益金額

57.69円 68.79円

なお、潜在株式

調整後１株当た

り当期純利益金

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。
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