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平成18年12月15日 

各 位 

会  社  名  株式会社  安  楽  亭 

代表者の役職名  代表取締役社長 柳 時 機 

（コード番号 7562 東証第二部） 

問 合 せ 先  財務経理部次長 都倉 民雄 

                               （ＴＥＬ 048-859-0555）  

  

 

（訂正）「平成19年３月期中間決算短信（連結）」の一部訂正について 
 

 平成18年11月24日に発表いたしました「平成19年３月期中間決算短信（連結）」の記載内容に下記の

とおり一部訂正がありますので、お知らせいたします。 

 

【訂正理由】 

 平成18年10月11日に発表いたしました中間決算日後の固定資産の売却につきまして、詳細に検討し

監査法人と協議いたしました結果、七輪房川越店に係る固定資産売却損132百万円を減損損失として当

中間期に反映させることが必要であると判断したため、訂正するものであります。 

 なお、平成18年11月24日発表の通期業績予想に変更はありません。 

（連結） 

 訂正前（千円） 訂正後（千円） 

税金等調整前中間純利益又は 
税金等調整前中間純損失（△） 

73,343   △59,446   

中間純利益又は中間純損失（△） 31,703   △101,086   

 

【訂正箇所】 

訂正箇所は下線及び網掛けで表示しております。 

 

平成19年３月期 中間決算短信（連結） 表紙１ページ 

【訂正前】 

１. 18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

(1) 連結経営成績            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  売上高 営業利益 経常利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 13,743  （△9.4） 485  （12.7）  94 （17.3） 

17年９月中間期 15,163  （△9.7） 430  （△52.9） 80 （△81.6） 

 18年３月期 28,231  378  △267 
 

  中間純利益 １株当たり中間純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 31  （―） 1  51   1  50  

17年９月中間期 △953  （―） △45  52   ―  

 18年３月期 △1,858  △88  70   ―  

<< 中略 >> 

（2) 連結財政状態            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 38,754  5,966  15.4  283  69  

17年９月中間期 38,988  6,768  17.4  323  13  

18年３月期 36,735  5,889  16.0  281  16  
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【訂正後】 

１. 18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）  

 (1) 連結経営成績            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  売上高 営業利益 経常利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 13,743  （△9.4） 485  （12.7）  94 （17.3） 

17年９月中間期 15,163  （△9.7） 430  （△52.9） 80 （△81.6） 

 18年３月期 28,231  378  △267 
 

  中間純利益 １株当たり中間純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △101  （―） △4  82   ―      

17年９月中間期 △953  （―） △45  52   ―  

 18年３月期 △1,858  △88  70   ―  

<< 中略 >> 

（2) 連結財政状態            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 38,621  5,833  15.1  277  37  

17年９月中間期 38,988  6,768  17.4  323  13  

18年３月期 36,735  5,889  16.0  281  16  
 

 

 

 

 

平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（６ページ） 

【訂正前】 

３. 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

(1) 企業集団の営業の経過及び成果 

① 営業の状況 

<< 中略 >> 

その結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高137億43百万円（前年同期

比9.4％減）、経常利益94百万円（前年同期比17.3％増）、中間純利益31百万円（前年同期は

９億53百万円の損失）となりました。 

 

【訂正後】 

３.  経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

(1) 企業集団の営業の経過及び成果 

① 営業の状況 

<< 中略 >> 

その結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高137億43百万円（前年同期

比9.4％減）、経常利益94百万円（前年同期比17.3％増）、中間純損失１億１百万円（前年同

期は９億53百万円の損失）となりました。なお、中間純損失の計上は、減損損失２億13百万

円の計上等によるものであります。 
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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（８ページ） 

【訂正前】 

  (2) 財政状態 

〔財政状態（連結）の変動状況〕 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

18年９月中間期 387 億  54 百万円 59 億  66 百万円 15.4 ％ 283 円  69 銭 

17年９月中間期 389 億  88 百万円 67 億  68 百万円 17.4 ％ 323 円  13 銭 

（参考）18年３月期 367 億  35 百万円 58 億  89 百万円 16.0 ％ 281 円  16 銭 

<< 中略 >> 

 [財務状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等] 

① 財政状態（連結）の変動状況 

当中間連結会計期間の財政状態は、期首に比べ総資産は20億19百万円増加及び、純資産は78百

万円増加し、自己資本比率は15.4％となりました。なお、当中間期末の純資産には、新株予約権

４百万円が含まれております。 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、期首に比べ25億13百万円増

加し、46億82百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益

が73百万円あり、これに減価償却費（４億64百万円）や減損損失（80百万円）などの増加要因が

加えられた一方で、利息の支払額（３億96百万円）、法人税等の支払額（20百万円）などにより、

９億54百万円の収入となりました。 

 

【訂正後】 

  (2) 財政状態 

〔財政状態（連結）の変動状況〕 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

18年９月中間期 386 億  21 百万円 58 億  33 百万円 15.1 ％ 277 円  37 銭 

17年９月中間期 389 億  88 百万円 67 億  68 百万円 17.4 ％ 323 円  13 銭 

（参考）18年３月期 367 億  35 百万円 58 億  89 百万円 16.0 ％ 281 円  16 銭 

<< 中略 >> 

 [財務状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等] 

① 財政状態（連結）の変動状況 

当中間連結会計期間の財政状態は、期首に比べ総資産は18億86百万円増加及び、純資産は56百

万円減少し、自己資本比率は15.1％となりました。なお、当中間期末の純資産には、新株予約権

４百万円が含まれております。 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、期首に比べ25億13百万円増

加し、46億82百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失

が59百万円あり、これに減価償却費（４億64百万円）や減損損失（２億13百万円）などの増加要

因が加えられた一方で、利息の支払額（３億96百万円）、法人税等の支払額（20百万円）などによ

り、９億54百万円の収入となりました。 
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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（12ページ） 

【訂正前】 

４. 中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)     

<< 中略 >>     

流動資産合計   6,524,721  16.7 7,847,558 20.2  5,610,417 15.3 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１   

<< 中略 >>    

(4) 土地 ※２ 17,697,776  16,924,234  16,936,867 

(5) その他   350 25,379,408  65.1 30,516 24,579,984 63.4  36,909 24,624,664 67.0 

<< 中略 >>    

固定資産合計   32,463,898  83.3 30,906,814 79.8  31,124,723 84.7 

資産合計   38,988,620  100.0 38,754,372 100.0  36,735,140 100.0 

      

(負債の部)     

<< 中略 >>      

流動負債合計   13,167,557  33.8 13,470,130 34.8  11,939,853 32.5 

<< 中略 >>      

固定負債合計   19,052,101  48.8 19,317,744 49.8  18,905,893 51.5 

負債合計   32,219,659  82.6 32,787,875 84.6  30,845,746 84.0 

    

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

<< 中略 >>    

３ 利益剰余金   ―  ― 474,678 1.2  ― ― 

４ 自己株式   ―  ― △53,534 △0.1  ― ― 

株主資本合計   ―  ― 5,895,618 15.2  ― ― 

<< 中略 >>     

純資産合計   ―  ― 5,966,497 15.4  ― ― 

負債純資産合計   ―  ― 38,754,372 100.0  ― ― 
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【訂正後】 

４. 中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)     

<< 中略 >>    

流動資産合計   6,524,721  16.7 7,847,558 20.3  5,610,417 15.3 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１   

<< 中略 >>    

(4) 土地 ※２ 17,697,776  16,791,444  16,936,867 

(5) その他   350 25,379,408  65.1 30,516 24,447,193 63.3  36,909 24,624,664 67.0 

<< 中略 >>    

固定資産合計   32,463,898  83.3 30,774,023 79.7  31,124,723 84.7 

資産合計   38,988,620  100.0 38,621,582 100.0  36,735,140 100.0 

      

(負債の部)     

<< 中略 >>      

流動負債合計   13,167,557  33.8 13,470,130 34.9  11,939,853 32.5 

<< 中略 >>      

固定負債合計   19,052,101  48.8 19,317,744 50.0  18,905,893 51.5 

負債合計   32,219,659  82.6 32,787,875 84.9  30,845,746 84.0 

    

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

<< 中略 >>    

３ 利益剰余金   ―  ― 341,888 0.9  ― ― 

４ 自己株式   ―  ― △53,534 △0.1  ― ― 

株主資本合計   ―  ― 5,762,827 14.9  ― ― 

<< 中略 >>     

純資産合計   ―  ― 5,833,706 15.1  ― ― 

負債純資産合計   ―  ― 38,621,582 100.0  ― ― 
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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（15ページ） 

【訂正前】 

② 中間連結損益計算書 

    
 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)   

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

 前連結会計年度の 
 要約連結損益計算書 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

<< 中略 >>      

Ⅶ 特別損失     

<< 中略 >>    

３ 減損損失 ※６ 1,316,605   80,706 1,468,426 

<< 中略 >>    

６ その他   835  1,549,786 10.2  ―  141,287 1.0 835 1,795,919 6.4 

税金等調整前中間純

利益又は税金等調整

前中間（当期）純損失

（△） 

   △1,309,585 △8.6  73,343 0.5 △1,885,226 △6.7 

法人税、住民税 

及び事業税 
  79,458   48,805 132,299 

法人税等調整額   △435,341  △355,882 △2.3  △7,165 41,639 0.3 △159,278 △26,979 △0.1 

中間純利益又は中間

（当期）純損失（△）
   △953,702 △6.3  31,703 0.2 △1,858,247 △6.6 

      

 

【訂正後】 

② 中間連結損益計算書 

    
 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)   

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

 前連結会計年度の 
 要約連結損益計算書 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

<< 中略 >>      

Ⅶ 特別損失     

<< 中略 >>    

３ 減損損失 ※６ 1,316,605   213,497 1,468,426 

<< 中略 >>    

６ その他   835  1,549,786 10.2  ― 274,077 1.9 835 1,795,919 6.4 

税金等調整前中間（当

期）純損失（△） 
   △1,309,585 △8.6  △59,446 0.4 △1,885,226 △6.7 

法人税、住民税 

及び事業税 
  79,458   48,805 132,299 

法人税等調整額   △435,341  △355,882 △2.3  △7,165 41,639 0.3 △159,278 △26,979 △0.1 

中間（当期）純損失

（△） 
   △953,702 △6.3  △101,086 △0.7 △1,858,247 △6.6 
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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（17ページ） 

【訂正前】 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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３月31日残高(千円) 3,034,650 2,756,647 75,901 △52,685 5,814,512 

中間連結会計期間中の変動額 

新株の発行 

（新株予約権の行使）（千円） 
25,125 25,125 50,250 

利益剰余金への振替（千円） △367,073 367,073 ― 

  中間純利益（千円） 31,703 31,703 

  自己株式の取得（千円） △849 △849 

  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）（千円） 
― 

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) 25,125 △341,948 398,777 △849 81,105 

平成18年９月30日残高(千円) 3,059,775 2,414,699 474,678 △53,534 5,895,618 

 

評価・換算差額等 

  その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 74,882 74,882 5,030 5,894,424 

中間連結会計期間中の変動額 

  新株の発行 

（新株予約権の行使）（千円） 
50,250 

 利益剰余金への振替（千円） ― 

  中間純利益（千円） 31,703 

  自己株式の取得（千円） △849 

  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)（千円） 
△8,781 △8,781 △251 △9,032 

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) △8,781 △8,781 △251 72,072 

平成18年９月30日残高(千円) 66,100 66,100 4,778 5,966,497 
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【訂正後】 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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３月31日残高(千円) 3,034,650 2,756,647 75,901 △52,685 5,814,512 

中間連結会計期間中の変動額 

新株の発行 

（新株予約権の行使）（千円） 
25,125 25,125 50,250 

利益剰余金への振替（千円） △367,073 367,073 ― 

  中間純損失（△）（千円） △101,086 △101,086 

  自己株式の取得（千円） △849 △849 

  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）（千円） 
― 

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) 25,125 △341,948 265,986 △849 △51,684 

平成18年９月30日残高(千円) 3,059,775 2,414,699 341,888 △53,534 5,762,827 

 

評価・換算差額等 

  その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 74,882 74,882 5,030 5,894,424 

中間連結会計期間中の変動額 

  新株の発行 

（新株予約権の行使）（千円） 
50,250 

 利益剰余金への振替（千円） ― 

  中間純損失（△）（千円） △101,086 

  自己株式の取得（千円） △849 

  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)（千円） 
△8,781 △8,781 △251 △9,032 

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) △8,781 △8,781 △251 △60,717 

平成18年９月30日残高(千円) 66,100 66,100 4,778 5,833,706 
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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（18ページ） 

【訂正前】 

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30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17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 税金等調整前中間純利益又は税金等

調整前中間（当期）純損失（△） 
  △1,309,585 73,343 △1,885,226 

 ２ 減価償却費   492,138 464,818 1,004,807 

 ３ 減損損失   1,316,605 80,706 1,468,426 

<< 以下略 >>  

 

【訂正後】 

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30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17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 税金等調整前中間（当期）純損失（△）   △1,309,585 △59,446 △1,885,226 

 ２ 減価償却費   492,138 464,818 1,004,807 

 ３ 減損損失   1,316,605 213,497 1,468,426 

<< 以下略 >>  
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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（24ページ） 

【訂正前】 

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 

 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

 前連結会計年度 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31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。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は5,961,719千円であります。 

 なお、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、中間連結財務諸表規則の改正に伴

い、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。 

― 

 

【訂正後】 

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 

 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

 前連結会計年度 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31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。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は5,828,928千円であります。 

 なお、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、中間連結財務諸表規則の改正に伴

い、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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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（25ページ） 

【訂正前】 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

<< 省 略 >> ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
9,144,301千円 

<< 省 略 >> 

 ※２ 担保に供している資産及びこれに 
対応する債務 

 

 (1) 担保提供資産 
現金及び預金 
（定期預金） 

51,500千円 

建物及び 
構築物 

3,320,466千円 

土地 16,617,786千円 
投資有価 
証券 

173,114千円 

敷金保証金 2,620,628千円 
計 22,783,495千円  

 

 

【訂正後】 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

<< 省 略 >> ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
9,144,301千円 

<< 省 略 >> 

 ※２ 担保に供している資産及びこれに 
対応する債務 

 

 (1) 担保提供資産 
現金及び預金 
（定期預金） 

51,500千円 

建物及び 
構築物 

3,320,466千円 

土地 16,484,995千円 
投資有価 
証券 

173,114千円 

敷金保証金 2,620,628千円 
計 22,650,705千円  
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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（27ページ） 

【訂正前】 

 (中間連結損益計算書関係) 

 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

 前連結会計年度 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

<< 省 略 >> ※６ 減損損失 
 当中間連結会計期間において、当社グループ
は以下の資産グループについて減損損失を計
上いたしました。 

用途 種類 場所 
減損損失

（千円） 

店舗 
建物及び 
構築物 

埼玉県 
（ 6件） 

55,428 

 
工具器具 

備品 

東京都 

（ 7件） 
9,611 

 
無形固定 

資産 

千葉県 

（ 8件） 
12,094 

  
神奈川県 
( 2件) 

1,883 

  
静岡県 

（ 2件） 
1,689 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み
出す最小単位として店舗を基本単位として、ま
た賃貸不動産および遊休資産については物件
単位毎にグルーピングしております。 
 営業活動から生ずる損益が継続してマイナ
スである資産グループの帳簿価額を回収可能
額まで減額し、当該減少額を減損損失（80,706
千円）として特別損失に計上いたしました。 
 その内訳は、次のとおりであります。 
  店舗 

建物及び構築物 70,142千円 
工具器具備品 10,004千円 
無形固定資産 560千円 
計 80,706千円 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味
売却価額又は使用価値により測定しており、正
味売却価額については不動産鑑定評価額に基
づいて評価し、使用価値については将来キャッ
シュ・フローを2.98％で割り引いて算定してお
ります。     

<< 省 略 >> 
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【訂正後】 

 (中間連結損益計算書関係) 

 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

 前連結会計年度 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

<< 省 略 >> ※６ 減損損失 
 当中間連結会計期間において、当社グループ
は以下の資産グループについて減損損失を計
上いたしました。 

用途 種類 場所 
減損損失
（千円） 

店舗 
建物及び 

構築物 

埼玉県 

（ 7件） 
188,218 

 
工具器具 
備品 

東京都 
（ 7件） 

9,611 

 
土地 

無形固定 

千葉県 

（ 8件） 
12,094 

 
資産 神奈川県 

( 2件) 
1,883 

  
静岡県 

（ 2件） 
1,689 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み
出す最小単位として店舗を基本単位として、ま
た賃貸不動産および遊休資産については物件
単位毎にグルーピングしております。 
 営業活動から生ずる損益が継続してマイナ
スもしくは処分が決定した資産グループの帳
簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を
減損損失（213,497千円）として特別損失に計
上いたしました。 
 その内訳は、次のとおりであります。 
  店舗 

建物及び構築物 70,142千円 
工具器具備品 10,004千円 
土地 132,790千円 
無形固定資産 560千円 
計 213,497千円 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味
売却価額又は使用価値により測定しており、正
味売却価額については不動産鑑定評価額に基
づいて評価し、使用価値については将来キャッ
シュ・フローを2.98％で割り引いて算定してお
ります。     

<< 省 略 >> 
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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料（40ページ） 

【訂正前】 

１株当たり情報 

 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

 前連結会計年度 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

<< 省 略 >>  1株当たり純資産額  283円69銭 << 省 略 >> 

  1株当たり 
 中間純利益金額     1円51銭 

 潜在株式調整後1株当た 

 り中間純利益金額    1円50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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 

純資産の部の合計額（千円） ―  5,966,497  ―  

純資産の部の合計額から控除する 

金額（千円） 
―  4,778  ―  

（うち、新株予約権） ―  （4,778） ―  

普通株式に係る純資産額（千円） ―  5,961,719  ―  

１株当たり純資産額の算定に用いら 

れた普通株式の数（株） 
 ―  21,014,900  ―  

 

２ １株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失金額及び潜在株式調整後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17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間純利益又は中間（当期）

純損失金額 

 中間純利益又は中間（当期）純損失 

 （△）（千円） 
△953,702  31,703  △1,858,247  

 普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―  ―  

 普通株式に係る中間純利益又は中間 

 （当期）純損失（△）（千円） 
△953,702  31,703  △1,858,247  

 普通株式の期中平均株式数（株） 20,949,782  20,954,622  20,948,651  

潜在株式調整後１株当たり中間（当期)

純利益金額 

 中間（当期）純利益調整額（千円） ―  ―  ―  

 普通株式増加数（株） ―  116,619  ―  

 （うち新株予約権） (―) (116,619) (―) 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式
 調整後１株当たり中間（当期）純利益
 金額の算定に含めなかった潜在株式 
 の概要 

― ― 新株予約権１種類 

(新株予約権の数 20個) 
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【訂正後】 

１株当たり情報 

 前中間連結会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

 当中間連結会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

 前連結会計年度 
 (自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

<< 省 略 >>  1株当たり純資産額  277円37銭 << 省 略 >> 

  1株当たり 
 中間純損失金額（△） △4円82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

するものの、１株当たり中間純損失が計

上されているため、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。 

  
前中間連結会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

前連結会計年度末 
平成18年３月31日 

１株当たり純資産額 

純資産の部の合計額（千円） ―  5,833,706  ―  

純資産の部の合計額から控除する 

金額（千円） 
―  4,778  ―  

（うち、新株予約権） ―  （4,778） ―  

普通株式に係る純資産額（千円） ―  5,828,928  ―  

１株当たり純資産額の算定に用いら 

れた普通株式の数（株） 
 ―  21,014,900  ―  

 

２ １株当たり中間（当期）純損失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17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純損失金額 

 中間（当期）純損失（△）（千円） △953,702  △101,086  △1,858,247  

 普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―  ―  

 普通株式に係る中間（当期）純損失 

（△）（千円） 
△953,702  △101,086  △1,858,247  

 普通株式の期中平均株式数（株） 20,949,782  20,954,622  20,948,651  

 希薄化効果を有しないため、潜在株式 
 調整後１株当たり中間（当期）純利益 
 金額の算定に含めなかった潜在株式 
 の概要 

― 新株予約権１種類 

(新株予約権の数 19個) 

新株予約権１種類 

(新株予約権の数 20個) 

 

 

以 上 


