
 

 

平成23年２月１日 

各 位 

会 社 名    株 式 会 社 ポ プ ラ 

代表者名    代表取締役社長 目黒 真司 

（コード：7601 東証第1部） 

問合せ先  執行役員経営企画室長 大竹 修 

  （TEL 044－280－2813） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年２月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

 当社は、平成23年１月14日付「平成23年２月期第３四半期報告書の提出遅延および当社株式の監理銘柄（確

認中）指定の見込みに関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社連結子会社である株式会

社キリン堂薬局にて発覚した不適切な棚卸資産の計上行為に伴う連結財務諸表の訂正について確定作業を進め

てまいりました。この度その具体的な訂正内容が確定にいたしましたので、平成22年４月９日付「平成22年

２月期 決算短信」の一部訂正について添付の通りお知らせいたします。 

 

なお、訂正箇所には下線を付して表示します。

 

 

以  上 
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（訂正前）1ページ

(百万円未満切捨て)

１.　22年２月期の連結業績（平成21年３月１日～平成22年２月28日）

(1)連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円    銭 円    銭 ％ ％ ％

(参考) 持分法投資損益 22年２月期 百万円 21年２月期 百万円

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円   銭 

(参考) 自己資本 22年２月期 百万円 21年２月期 百万円

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円 

２.　配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

３.　23年２月期の連結業績予想（平成22年３月１日～平成23年２月28日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

△ 13.8 △ 72.6

9.9653

36.3

38.6

8,708

自己資本比率

8,803

期末

5

0

第３四半期末

－ －

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

△ 640

00

22年２月期

－

１株当たり純資産

1.23.4

純 資 産

60888

－

－

21年２月期

22年２月期 △ 456

△ 288

22,828

24,016

8,803

△ 175

第２四半期末

5

－

3.1

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

△ 1,189

16537.0

5

402

00 10

配当金総額
(年間)

99

97878

5,093

現金及び現金同等物
期   末   残   高

8,708

78

21年２月期

21年２月期

自 己 資 本
当期純利益率

－ △ 28.1

15

78

22年２月期

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

－

62,020

経常利益

57,220

△ 0.5

21

１株当たり
当期純利益

当期純利益

－

－

477

1.7824 △ 2,869

150

売  上  高
営業利益率

－

△ 42.1

総  資  産
経常利益率

754 2.7

444

2.01.7 0.8

平成22年２月期  決算短信

営業利益

△ 7.7 △ 41.1

営業総収入

22年２月期

－ －

第１四半期末

00

営業総収入

21年２月期

通 期

第２四半期連結累計期間

－

－

59,664

総 資 産

6264.3
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000

－

59.8

7

１株当たり
当期純利益

当期純利益

92

16 72

営業利益

△ 11.9

41.0

－ － 00

経常利益

0010

65.7

6,366△ 223

配当性向
(連結)

1.100

純資産
配当率
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１株当たり配当金
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キャッシュ・フロー
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-2-

㈱ポプラ（7601）平成22年２月期　決算短信



（訂正後）

(百万円未満切捨て)

１.　22年２月期の連結業績（平成21年３月１日～平成22年２月28日）

(1)連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円    銭 円    銭 ％ ％ ％

(参考) 持分法投資損益 22年２月期 百万円 21年２月期 百万円

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円   銭 

(参考) 自己資本 22年２月期 百万円 21年２月期 百万円

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円 

２.　配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

３.　23年２月期の連結業績予想（平成22年３月１日～平成23年２月28日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

165 42.5 16 72

△ 71.0 7 92

通 期 59,664 4.3 626 52.9 653 47.6

△ 8.7 402 △ 10.8 78第２四半期連結累計期間 30,266 3.1 389

59.8

営業総収入 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

00 10 00

85.3 1.1

23年２月期
(予想)

－ － 5 00 － － 5

00 10 00 99

－ －

22年２月期 － － 5 00 － － 5

00 0 00 －

期末 年間

21年２月期 － － 0 00 － － 0

6,366

１株当たり配当金
配当金総額

(年間)
配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末

21年２月期 5,313 △ 1,189 △ 223

現金及び現金同等物
期   末   残   高

22年２月期 △ 456 △ 640 △ 175 5,093

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

872 27

8,702 8,641

21年２月期 23,949 8,641 36.1

１株当たり純資産

22年２月期 22,727 8,702 38.3 878 41

総 資 産 純 資 産 自己資本比率

△ 28.6 3.3 1.2

－ －

21年２月期 △ 292 80 －

総  資  産
経常利益率

売  上  高
営業利益率

22年２月期 11 73 － － 1.3 1.9 0.7

－

21年２月期 62,020 △ 0.5 728 1.8 798 1.2 △ 2,909 －

経常利益 当期純利益

22年２月期 57,220 △ 7.7 409 △ 43.7 442 △ 44.5 116

平成22年２月期  決算短信

営業総収入

１株当たり
当期純利益

営業利益

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当期純利益率

－
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（訂正前）2ページ

(参考）個別業績の概要

１.　21年２月期の個別業績（平成21年３月１日～平成22年２月28日）

(1)個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

(2)個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円   銭 

(参考) 自己資本 22年２月期 百万円 21年２月期 百万円

２.　23年２月期の個別業績予想（平成22年３月１日～平成23年２月28日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

△ 1.5

△ 14.0

36.8

36.6

△ 9.5

46.0

△ 63.7

43.6

402

△ 40.5 △ 43.5 121

△ 295

39.08,70422,299

１株当たり純資産

－

[△ 9.4]

783[104,768] [0.6]

純 資 産

755

8,628

－

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

－ －

△ 0.5

１株当たり
当期純利益

12

△ 0.9

営業利益

92

22年２月期

－

870

379

当期純利益
１株当たり
当期純利益

自己資本比率

8,628

経常利益

62878

92

22年２月期

21年２月期 60,109

総 資 産

44955,441 △ 7.8 －

28

△ 2,933

442

当期純利益

6417174645[△ 1.8]

[△ 4.1]

613

23,455

4.4

386

営業利益

8,704

21年２月期 19

22年２月期

第２四半期
累計期間

29,361 [47,497] 3.1

通  期 57,900 [93,291]

経常利益

営業総収入
[チェーン全店売上高]

21年２月期

[94,953]

営業総収入
[チェーン全店売上高]

-4-

㈱ポプラ（7601）平成22年２月期　決算短信



（訂正後）

(参考）個別業績の概要

１.　21年２月期の個別業績（平成21年３月１日～平成22年２月28日）

(1)個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

(2)個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円   銭 

(参考) 自己資本 22年２月期 百万円 21年２月期 百万円

２.　23年２月期の個別業績予想（平成22年３月１日～平成23年２月28日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

174 100.4 17 64

37

通  期 57,900 [93,291] 4.4 [△ 1.8] 613 36.6 645 58.3

△ 6.2 92 △ 61.3 9

当期純利益
１株当たり
当期純利益

第２四半期
累計期間

29,361 [47,497] 3.1 [△ 4.1] 386 △ 14.0 402

営業総収入
[チェーン全店売上高]

営業利益 経常利益

864 22

8,603 8,562

21年２月期 23,389 8,562 36.6

１株当たり純資産

22年２月期 22,198 8,603 38.8 868 44

総 資 産 純 資 産 自己資本比率

－

21年２月期 △ 301 87 － －

22年２月期 8 80 －

△ 9.9 △ 2,999 －

１株当たり
当期純利益

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

87 －

21年２月期 60,109 [104,768] △ 0.9 [0.6] 755 △ 0.5 716

当期純利益

22年２月期 55,441 [94,953] △ 7.8 [△ 9.4] 449 △ 40.5 407 △ 43.1

営業総収入
[チェーン全店売上高]

営業利益 経常利益
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㈱ポプラ（7601）平成22年２月期 決算短信 

 

（訂正前）3ページ 

１ 経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績）  

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な景気の後退局面から若干の回復の兆しが見られたものの、雇用

情勢や企業業績は依然として厳しく、個人消費の低迷や低価格化が一層顕著になるなど、景気は引き続き低迷して

おります。コンビニエンス業界におきましては、同業のみならず業種業態を超えた競合の激化や節約志向・低価格

志向など生活防衛意識の高まりによる既存店の売上低迷など、依然として厳しい経営環境が続いております。  

このような状況に対処すべく、当社グループは積極的な出店やチャンスロス削減の取り組み、高付加価値商品の

販売、加盟店への発注支援などを行うとともに、業務のスリム化・高効率化、電子稟議決済導入によるペーパーレ

ス化を図るなどコスト削減を促進し、厳しい中ではありますが「お客様第一」を実現できる競争力のある企業を念

頭に事業を展開してまいりました。  

店舗については、ホテルヒルトン東京ベイ、国立関門医療センター、福山大学、岡山県庁など、限定商圏立地へ

の出店を促進するとともに既存店舗のスクラップ＆ビルドを実施し、店舗網の拡大に取り組んでまいりました。ま

た、改正薬事法の施行に対応した取り組みとして、登録販売者による一般用医薬品の販売と同時に、日用雑貨や食

品等をドラッグストア系の品揃えと価格にて販売を実施する、「コンビニ＆ドラッグ」店舗（舟入南店、ＫＤＤＩ

新宿店）の実験を開始しました。この「コンビニ＆ドラッグ」店舗は、通常のコンビニエンス商材に加え、化粧品

や小物等を品揃えし新たな顧客層の確保を狙ったものとなっており、新たな顧客の開拓や対象店舗の拡大に向けた

検証を開始致しました。  

サービス面においては、お客様に支持される店を目指し、広島地区での電子マネーＷＡＯＮの実験導入やクロネ

コメール便の全店導入など、利便性の向上や接客向上の取り組みを継続実施してまいりました。  

商品面においては、サンドウィッチやおにぎりの全面リニューアルなど、売場の活性化や低価格帯商品の導入に

よる集客力の向上と同時に高付加価値商品の販売により客単価の維持に努めましたが、夏場の天候不順や生活防衛

意識の高まりによる買い控えなどにより売上は前年を下回る結果となりました。  

これらの施策を実施した結果、当連結会計年度の出店数は39店舗（閉店35店舗、純増４店舗）、期末店舗数は

705店舗と、チェーン全店舗数は８期ぶりの増加となりました。 

また、当社のチェーン売上高は、94,953百万円（前連結会計年度比9.4％減）、当社グループの連結業績は、営

業総収入57,220百万円（同7.7％減）、営業利益444百万円（同41.1％減）、経常利益477百万円（同42.1％減）、

また当期純利益は150百万円（前連結会計年度は当期純損失2,869百万円）となりました。 

 

当社グループ（当社及び連結子会社）の主要な売上高は、次のとおりです。 

（卸売上） 

 フランチャイズ加盟店舗に対する卸売上高につきましては、店舗数の減少や消費の低迷などの影響により、

15,478百万円（前連結会計年度比15.1％減）となりました。 

（小売売上） 

 小売売上高につきましては、消費の低迷などの影響により、34,854百万円（前連結会計年度比4.1％減）となり

ました。 

 

（次期の見通し） 

国内景気は、僅かながら回復の兆しはあるものの、雇用環境や所得の改善が見られないことから、今後も大きな

回復には至らずに推移するものと思われます。 

このような状況のもと当社グループは、より一層お客様に支持されるチェーンを目指し、お客様の立場に立った

商品の提案や新しいサービスの構築、売上向上の販促活動を推進してまいります。また加盟店のサポートを強力に

進めるとともに、積極的な新規出店を進め経営基盤を強化していく方針であります。 

通期の連結業績の見通しといたしましては、営業総収入は59,664百万円（当連結会計年度比4.3％増）、営業利

益は626百万円（同41.0％増）、経常利益は653百万円（同37.0％増）、当期純利益は165百万円（同9.9％増）を見

込んでおります。 
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（訂正後） 

１ 経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績）  

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な景気の後退局面から若干の回復の兆しが見られたものの、雇用

情勢や企業業績は依然として厳しく、個人消費の低迷や低価格化が一層顕著になるなど、景気は引き続き低迷して

おります。コンビニエンス業界におきましては、同業のみならず業種業態を超えた競合の激化や節約志向・低価格

志向など生活防衛意識の高まりによる既存店の売上低迷など、依然として厳しい経営環境が続いております。  

このような状況に対処すべく、当社グループは積極的な出店やチャンスロス削減の取り組み、高付加価値商品の

販売、加盟店への発注支援などを行うとともに、業務のスリム化・高効率化、電子稟議決済導入によるペーパーレ

ス化を図るなどコスト削減を促進し、厳しい中ではありますが「お客様第一」を実現できる競争力のある企業を念

頭に事業を展開してまいりました。  

店舗については、ホテルヒルトン東京ベイ、国立関門医療センター、福山大学、岡山県庁など、限定商圏立地へ

の出店を促進するとともに既存店舗のスクラップ＆ビルドを実施し、店舗網の拡大に取り組んでまいりました。ま

た、改正薬事法の施行に対応した取り組みとして、登録販売者による一般用医薬品の販売と同時に、日用雑貨や食

品等をドラッグストア系の品揃えと価格にて販売を実施する、「コンビニ＆ドラッグ」店舗（舟入南店、ＫＤＤＩ

新宿店）の実験を開始しました。この「コンビニ＆ドラッグ」店舗は、通常のコンビニエンス商材に加え、化粧品

や小物等を品揃えし新たな顧客層の確保を狙ったものとなっており、新たな顧客の開拓や対象店舗の拡大に向けた

検証を開始致しました。  

サービス面においては、お客様に支持される店を目指し、広島地区での電子マネーＷＡＯＮの実験導入やクロネ

コメール便の全店導入など、利便性の向上や接客向上の取り組みを継続実施してまいりました。  

商品面においては、サンドウィッチやおにぎりの全面リニューアルなど、売場の活性化や低価格帯商品の導入に

よる集客力の向上と同時に高付加価値商品の販売により客単価の維持に努めましたが、夏場の天候不順や生活防衛

意識の高まりによる買い控えなどにより売上は前年を下回る結果となりました。  

これらの施策を実施した結果、当連結会計年度の出店数は39店舗（閉店35店舗、純増４店舗）、期末店舗数は

705店舗と、チェーン全店舗数は８期ぶりの増加となりました。 

また、当社のチェーン売上高は、94,953百万円（前連結会計年度比9.4％減）、当社グループの連結業績は、営

業総収入57,220百万円（同7.7％減）、営業利益409百万円（同43.7％減）、経常利益442百万円（同44.5％減）、

また当期純利益は116百万円（前連結会計年度は当期純損失2,909百万円）となりました。 

 

当社グループ（当社及び連結子会社）の主要な売上高は、次のとおりです。 

（卸売上） 

 フランチャイズ加盟店舗に対する卸売上高につきましては、店舗数の減少や消費の低迷などの影響により、

15,478百万円（前連結会計年度比15.1％減）となりました。 

（小売売上） 

 小売売上高につきましては、消費の低迷などの影響により、34,854百万円（前連結会計年度比4.1％減）となり

ました。 

 

（次期の見通し） 

国内景気は、僅かながら回復の兆しはあるものの、雇用環境や所得の改善が見られないことから、今後も大きな

回復には至らずに推移するものと思われます。 

このような状況のもと当社グループは、より一層お客様に支持されるチェーンを目指し、お客様の立場に立った

商品の提案や新しいサービスの構築、売上向上の販促活動を推進してまいります。また加盟店のサポートを強力に

進めるとともに、積極的な新規出店を進め経営基盤を強化していく方針であります。 

通期の連結業績の見通しといたしましては、営業総収入は59,664百万円（当連結会計年度比4.3％増）、営業利

益は626百万円（同52.9％増）、経常利益は653百万円（同47.6％増）、当期純利益は165百万円（同42.5％増）を

見込んでおります。 
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（訂正前）3～4ページ 

 

(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により456百万円の

減少、投資活動において640百万円の減少、財務活動において175百万円の減少があった結果、当連結会計年

度に1,273百万円減少し、当連結会計年度末には5,093百万円（前連結会計年度比20.0％減）となりました。 

 

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、減少した資金は456百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額が824百万円あっ

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、減少した資金は640百万円となりました。これは主に店舗にかかる有形固定資産の取

得による支出が1,070百万円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、減少した資金は175百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が

112百万円あったことによるものであります。  

  

なお、財政状態に関する各種指標は以下のとおりです。 

 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 

自己資本比率（％） 48.9 36.3 38.6

時価ベースの自己資本比率 28.6 25.2 22.3

（注）各指標はいずれも当社連結ベースの財務数値を用いて算出しております。 

・自己資本比率          ：自己資本／総資産 

 ・時価ベースの自己資本比率    ：株式時価総額／総資産 

   ・株式時価総額          ：期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後） 
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（訂正後） 

 

(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により456百万円の

減少、投資活動において640百万円の減少、財務活動において175百万円の減少があった結果、当連結会計年

度に1,273百万円減少し、当連結会計年度末には5,093百万円（前連結会計年度比20.0％減）となりました。 

 

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、減少した資金は456百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額が824百万円あっ

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、減少した資金は640百万円となりました。これは主に店舗にかかる有形固定資産の取

得による支出が1,070百万円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、減少した資金は175百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が

112百万円あったことによるものであります。  

  

なお、財政状態に関する各種指標は以下のとおりです。 

 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 

自己資本比率（％） 48.9 36.1 38.3

時価ベースの自己資本比率 28.6 25.2 22.4

（注）各指標はいずれも当社連結ベースの財務数値を用いて算出しております。 

・自己資本比率          ：自己資本／総資産 

 ・時価ベースの自己資本比率    ：株式時価総額／総資産 

   ・株式時価総額          ：期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後） 
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４．連結財務諸表 

（訂正前）7～9ページ 

 

（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

      前連結会計年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,370,146 5,096,833

  受取手形及び売掛金 200,710 211,024

  加盟店貸勘定 ※1 606,816 ※1 766,826

  たな卸資産 1,674,206 －

  商品及び製品 － 1,672,773

  原材料及び貯蔵品 － 33,485

  繰延税金資産 424,156 170,168

  その他 1,190,023 1,137,235

  貸倒引当金 △6,102 △5,417

  流動資産合計 10,459,957 9,082,930

 固定資産 

  有形固定資産 

   自社有形固定資産 

    建物及び構築物 ※4 6,669,829 ※4 7,287,419

     減価償却累計額 △4,456,355 △4,754,049

     建物及び構築物（純額） ※4 2,213,473 ※4 2,533,370

    機械装置及び運搬具 398,975 389,385

     減価償却累計額 △366,160 △361,424

     機械装置及び運搬具（純額） 32,814 27,961

    器具備品 2,641,770 2,832,388

     減価償却累計額 △2,385,599 △2,554,497

     器具備品（純額） 256,170 277,891

    土地 ※4 3,176,114 ※4 3,234,136

    リース資産 － 99,251

     減価償却累計額 － △9,870

     リース資産（純額） － 89,380

    建設仮勘定 15,860 10,000

    自社有形固定資産合計 5,694,433 6,172,740

   貸与有形固定資産 

    建物及び構築物 3,688,345 3,392,908

     減価償却累計額 △1,960,048 △1,814,419

     建物及び構築物（純額） 1,728,297 1,578,489

    器具備品 1,807,400 1,629,137

     減価償却累計額 △1,523,640 △1,409,155

     器具備品（純額） 283,759 219,982

    土地 516,591 564,490

    貸与有形固定資産合計 2,528,649 2,362,961

   有形固定資産合計 8,223,083 8,535,702

  無形固定資産   

   リース資産 － 47,595

   その他 127,250 90,999

   無形固定資産合計 127,250 138,594
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(単位：千円)

      前連結会計年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※4 372,859 ※4 363,404

   長期貸付金 633,631 595,571

   繰延税金資産 545,797 643,665

   敷金及び保証金 3,963,954 3,759,843

   その他 480,619 512,001

   貸倒引当金 △790,835 △803,451

   投資その他の資産合計 5,206,027 5,071,034

  固定資産合計 13,556,360 13,745,331

 資産合計 24,016,318 22,828,262

 

 

(単位：千円)

      前連結会計年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※4, ※5 4,247,519 ※4, ※5 3,959,042

  加盟店買掛金 ※2 3,926,446 ※2 3,390,591

  短期借入金 ※4 112,000 ※4 132,000

  リース債務 － 28,922

  未払金 1,263,831 1,055,519

  未払法人税等 125,560 112,248

  賞与引当金 121,223 129,576

  預り金 1,766,440 1,772,619

  その他 ※5 546,069 ※5 594,798

  流動負債合計 12,109,091 11,175,318

 固定負債 

  長期借入金 ※4 132,000 －

  リース債務 － 115,026

  繰延税金負債 13,185 8,593

  退職給付引当金 408,804 234,383

  長期預り金 ※3 2,518,773 ※3 2,301,870

  その他 126,245 189,885

  固定負債合計 3,199,009 2,849,760

 負債合計 15,308,101 14,025,078

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,410,137 2,410,137

  資本剰余金 2,650,468 2,650,468

  利益剰余金 3,693,476 3,794,665

  自己株式 △91,552 △91,843

  株主資本合計 8,662,530 8,763,428

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 45,687 39,755

  評価・換算差額等合計 45,687 39,755

 純資産合計 8,708,217 8,803,183

負債純資産合計 24,016,318 22,828,262
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（訂正後） 

 

（１）連結貸借対照表 

 (単位：千円)

      前連結会計年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,370,146 5,096,833

  受取手形及び売掛金 200,710 211,024

  加盟店貸勘定 ※1 606,816 ※1 766,826

  たな卸資産 1,607,795 －

  商品及び製品 － 1,571,892

  原材料及び貯蔵品 － 33,485

  繰延税金資産 424,156 170,168

  その他 1,190,023 1,137,235

  貸倒引当金 △6,102 △5,417

  流動資産合計 10,393,547 8,982,049

 固定資産 

  有形固定資産 

   自社有形固定資産 

    建物及び構築物 ※4 6,669,829 ※4 7,287,419

     減価償却累計額 △4,456,355 △4,754,049

     建物及び構築物（純額） ※4 2,213,473 ※4 2,533,370

    機械装置及び運搬具 398,975 389,385

     減価償却累計額 △366,160 △361,424

     機械装置及び運搬具（純額） 32,814 27,961

    器具備品 2,641,770 2,832,388

     減価償却累計額 △2,385,599 △2,554,497

     器具備品（純額） 256,170 277,891

    土地 ※4 3,176,114 ※4 3,234,136

    リース資産 － 99,251

     減価償却累計額 － △9,870

     リース資産（純額） － 89,380

    建設仮勘定 15,860 10,000

    自社有形固定資産合計 5,694,433 6,172,740

   貸与有形固定資産 

    建物及び構築物 3,688,345 3,392,908

     減価償却累計額 △1,960,048 △1,814,419

     建物及び構築物（純額） 1,728,297 1,578,489

    器具備品 1,807,400 1,629,137

     減価償却累計額 △1,523,640 △1,409,155

     器具備品（純額） 283,759 219,982

    土地 516,591 564,490

    貸与有形固定資産合計 2,528,649 2,362,961

   有形固定資産合計 8,223,083 8,535,702

  無形固定資産   

   リース資産 － 47,595

   その他 127,250 90,999

   無形固定資産合計 127,250 138,594
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(単位：千円)

      前連結会計年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※4 372,859 ※4 363,404

   長期貸付金 633,631 595,571

   繰延税金資産 545,797 643,665

   敷金及び保証金 3,963,954 3,759,843

   その他 480,619 512,001

   貸倒引当金 △790,835 △803,451

   投資その他の資産合計 5,206,027 5,071,034

  固定資産合計 13,556,360 13,745,331

 資産合計 23,949,907 22,727,381

 

 

(単位：千円)

      前連結会計年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※4, ※5 4,247,519 ※4, ※5 3,959,042

  加盟店買掛金 ※2 3,926,446 ※2 3,390,591

  短期借入金 ※4 112,000 ※4 132,000

  リース債務 － 28,922

  未払金 1,263,831 1,055,519

  未払法人税等 125,560 112,248

  賞与引当金 121,223 129,576

  預り金 1,766,440 1,772,619

  その他 ※5 546,069 ※5 594,798

  流動負債合計 12,109,091 11,175,318

 固定負債 

  長期借入金 ※4 132,000 －

  リース債務 － 115,026

  繰延税金負債 13,185 8,593

  退職給付引当金 408,804 234,383

  長期預り金 ※3 2,518,773 ※3 2,301,870

  その他 126,245 189,885

  固定負債合計 3,199,009 2,849,760

 負債合計 15,308,101 14,025,078

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,410,137 2,410,137

  資本剰余金 2,650,468 2,650,468

  利益剰余金 3,627,065 3,693,784

  自己株式 △91,552 △91,843

  株主資本合計 8,596,119 8,662,546

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 45,687 39,755

  評価・換算差額等合計 45,687 39,755

 純資産合計 8,641,806 8,702,302

負債純資産合計 23,949,907 22,727,381
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（訂正前）10～11ページ 

 

（２）連結損益計算書 

(単位：千円)

  前連結会計年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

売上高   

 売上高 56,509,393 52,125,859

営業収入 

 加盟店からの収入 3,271,724 2,939,461

 その他の営業収入 2,239,016 2,155,515

 営業収入合計 5,510,740 5,094,977

営業総収入合計 62,020,134 57,220,837

売上原価 44,695,748 41,305,342

売上総利益 11,813,645 10,820,516

営業総利益 17,324,386 15,915,494

販売費及び一般管理費 

 荷造運搬費 1,700,249 1,481,444

 広告宣伝費 28,695 33,955

 販売促進費 752,938 623,531

 役員報酬 155,641 129,655

 従業員給料及び賞与 6,138,952 6,230,581

 賞与引当金繰入額 116,029 115,990

 退職給付費用 80,928 12,669

 法定福利及び厚生費 540,193 556,071

 水道光熱費 909,270 849,223

 消耗品費 236,599 228,821

 租税公課 236,436 231,102

 減価償却費 923,335 621,855

 のれん償却額 9,299 －

 不動産賃借料 2,303,511 2,240,426

 リース料 315,400 228,998

 貸倒引当金繰入額 1,227 －

 その他 2,121,443 1,886,781

 販売費及び一般管理費合計 16,570,152 15,471,109

営業利益 754,233 444,385

営業外収益 

 受取利息 37,792 22,361

 受取配当金 17,585 5,114

 受取手数料 11,366 5,434

 受取保険金 14,114 16,670

 その他 30,297 26,461

 営業外収益合計 111,157 76,042

営業外費用 

 支払利息 25,261 21,750

 貸倒引当金繰入額 5,047 13,104

 その他 10,643 8,198

 営業外費用合計 40,952 43,053

経常利益 824,439 477,374

 

 

 

 

㈱ポプラ（7601）平成22年２月期  決算短信

-14-



 

(単位：千円)

  前連結会計年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

特別利益 

 固定資産売却益 ※1 12,972 ※1 35,902

 貸倒引当金戻入額 2,228 385

 補償金・違約金 101,352 57,291

 退店損失補填金受入益 3,822 4,779

 その他 ※2 2,500 ※2 5,972

 特別利益合計 122,877 104,332

特別損失 

 固定資産売却損 ※3 35,169 ※3 3,004

 固定資産除却損 ※4 128,429 ※4 12,183

 減損損失 ※5 3,156,911 ※5 98,490

 店舗閉鎖損失 344,556 50,720

 投資有価証券評価損 68,957 464

 その他 ※6 82,152 ※6 17,167

 特別損失合計 3,816,177 182,031

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△） 
△2,868,861 399,674

法人税、住民税及び事業税 107,244 92,663

法人税等還付税額 △39,852 －

法人税等調整額 △66,399 156,287

法人税等合計 992 248,951

当期純利益又は当期純損失（△） △2,869,853 150,723
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（訂正後） 

 

（２）連結損益計算書 

 (単位：千円)

  前連結会計年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

売上高   

 売上高 56,509,393 52,125,859

営業収入 

 加盟店からの収入 3,271,724 2,939,461

 その他の営業収入 2,239,016 2,155,515

 営業収入合計 5,510,740 5,094,977

営業総収入合計 62,020,134 57,220,837

売上原価 44,719,838 41,339,813

売上総利益 11,789,555 10,786,046

営業総利益 17,300,295 15,881,023

販売費及び一般管理費 

 荷造運搬費 1,700,249 1,481,444

 広告宣伝費 28,695 33,955

 販売促進費 752,938 623,531

 役員報酬 155,641 129,655

 従業員給料及び賞与 6,138,952 6,230,581

 賞与引当金繰入額 116,029 115,990

 退職給付費用 80,928 12,669

 法定福利及び厚生費 540,193 556,071

 水道光熱費 909,270 849,223

 消耗品費 236,599 228,821

 租税公課 236,436 231,102

 減価償却費 923,335 621,855

 のれん償却額 11,057 －

 不動産賃借料 2,303,511 2,240,426

 リース料 315,400 228,998

 貸倒引当金繰入額 1,227 －

 その他 2,121,443 1,886,781

 販売費及び一般管理費合計 16,571,910 15,471,109

営業利益 728,385 409,914

営業外収益 

 受取利息 37,792 22,361

 受取配当金 17,585 5,114

 受取手数料 11,366 5,434

 受取保険金 14,114 16,670

 その他 30,297 26,461

 営業外収益合計 111,157 76,042

営業外費用 

 支払利息 25,261 21,750

 貸倒引当金繰入額 5,047 13,104

 その他 10,643 8,198

 営業外費用合計 40,952 43,053

経常利益 798,590 442,903
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(単位：千円)

  前連結会計年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

特別利益 

 固定資産売却益 ※1 12,972 ※1 35,902

 貸倒引当金戻入額 2,228 385

 補償金・違約金 101,352 57,291

 退店損失補填金受入益 3,822 4,779

 その他 ※2 2,500 ※2 5,972

 特別利益合計 122,877 104,332

特別損失 

 固定資産売却損 ※3 35,169 ※3 3,004

 固定資産除却損 ※4 128,429 ※4 12,183

 減損損失 ※5 3,170,978 ※5 98,490

 店舗閉鎖損失 344,556 50,720

 投資有価証券評価損 68,957 464

 その他 ※6 82,152 ※6 17,167

 特別損失合計 3,830,244 182,031

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△） 
△2,908,776 365,203

法人税、住民税及び事業税 107,244 92,663

法人税等還付税額 △39,852 －

法人税等調整額 △66,399 156,287

法人税等合計 992 248,951

当期純利益又は当期純損失（△） △2,909,768 116,252
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（訂正前）12～13ページ 

（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

    前連結会計年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 2,410,137 2,410,137

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,410,137 2,410,137

 資本剰余金 

  前期末残高 2,650,468 2,650,468

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,650,468 2,650,468

 利益剰余金 

  前期末残高 6,682,755 3,693,476

  当期変動額 

   剰余金の配当 △119,425 △49,534

   当期純利益又は当期純損失（△） △2,869,853 150,723

   当期変動額合計 △2,989,278 101,188

  当期末残高 3,693,476 3,794,665

 自己株式 

  前期末残高 △71,853 △91,552

  当期変動額 

   自己株式の取得 △19,699 △290

   当期変動額合計 △19,699 △290

  当期末残高 △91,552 △91,843

 株主資本合計 

  前期末残高 11,671,508 8,662,530

  当期変動額 

   剰余金の配当 △119,425 △49,534

   当期純利益又は当期純損失（△） △2,869,853 150,723

   自己株式の取得 △19,699 △290

   当期変動額合計 △3,008,978 100,897

  当期末残高 8,662,530 8,763,428

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 34,376 45,687

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,311 △5,931

   当期変動額合計 11,311 △5,931

  当期末残高 45,687 39,755

純資産合計 

 前期末残高 11,705,884 8,708,217

 当期変動額 

  剰余金の配当 △119,425 △49,534

  当期純利益又は当期純損失（△） △2,869,853 150,723

  自己株式の取得 △19,699 △290

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,311 △5,931

  当期変動額合計 △2,997,667 94,966

 当期末残高 8,708,217 8,803,183
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（訂正後） 

（３）連結株主資本等変動計算書 

 (単位：千円)

    前連結会計年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日)

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 2,410,137 2,410,137

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,410,137 2,410,137

 資本剰余金 

  前期末残高 2,650,468 2,650,468

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,650,468 2,650,468

 利益剰余金 

  前期末残高 6,656,260 3,627,065

  当期変動額 

   剰余金の配当 △119,425 △49,534

   当期純利益又は当期純損失（△） △2,909,768 116,252

   当期変動額合計 △3,029,194 66,718

  当期末残高 3,627,065 3,693,784

 自己株式 

  前期末残高 △71,853 △91,552

  当期変動額 

   自己株式の取得 △19,699 △290

   当期変動額合計 △19,699 △290

  当期末残高 △91,552 △91,843

 株主資本合計 

  前期末残高 11,645,013 8,596,119

  当期変動額 

   剰余金の配当 △119,425 △49,534

   当期純利益又は当期純損失（△） △2,909,768 116,252

   自己株式の取得 △19,699 △290

   当期変動額合計 △3,048,893 66,427

  当期末残高 8,596,119 8,662,546

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 34,376 45,687

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,311 △5,931

   当期変動額合計 11,311 △5,931

  当期末残高 45,687 39,755

純資産合計 

 前期末残高 11,679,389 8,641,806

 当期変動額 

  剰余金の配当 △119,425 △49,534

  当期純利益又は当期純損失（△） △2,909,768 116,252

  自己株式の取得 △19,699 △290

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,311 △5,931

  当期変動額合計 △3,037,582 60,496

 当期末残高 8,641,806 8,702,302
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（訂正前）14～15ページ 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

  前連結会計年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期

純損失（△） 
△2,868,861 399,674

 減価償却費 1,025,675 719,961

 減損損失 3,156,911 98,490

 のれん償却額 9,299 －

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,718 △174,421

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △66,731 11,931

 賞与引当金の増減額（△は減少） 7,920 8,353

 受取利息及び受取配当金 △55,378 △27,476

 支払利息 25,261 21,750

 固定資産除売却損益（△は益） 150,626 △20,714

 店舗閉鎖損失 344,556 50,720

 売上債権の増減額（△は増加） △45,491 △10,313

 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 △355,045 △168,215

 未収入金の増減額（△は増加） △15,602 25,792

 たな卸資産の増減額（△は増加） 99,994 △32,052

 仕入債務の増減額（△は減少） 3,008,441 △824,332

 その他 971,268 △424,188

 小計 5,407,563 △345,042

 利息及び配当金の受取額 55,060 27,058

 利息の支払額 △25,261 △21,655

 損害賠償金の支払額 △14,799 △16,492

 法人税等の支払額 △150,444 △110,423

 法人税等の還付額 41,377 9,740

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,313,495 △456,814

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △9 △9

 有形固定資産の取得による支出 △944,794 △1,070,322

 有形固定資産の売却による収入 110,431 232,486

 投資有価証券の取得による支出 △2,333 △2,359

 投資有価証券の売却による収入 － 661

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入 
－ 2,004

 貸付けによる支出 △68,803 △99,948

 貸付金の回収による収入 152,700 153,452

 敷金及び保証金の差入による支出 △174,499 △205,117

 敷金及び保証金の回収による収入 209,981 198,083

 長期預り金の受入による収入 6,800 1,600

 その他 △479,315 148,709

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,189,841 △640,761

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入金の返済による支出 △84,000 △112,000

 配当金の支払額 △119,867 △50,198

 リース債務の返済による支出 － △13,257

 自己株式の取得による支出 △19,699 △290

 財務活動によるキャッシュ・フロー △223,567 △175,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,900,086 △1,273,323

現金及び現金同等物の期首残高 2,466,538 6,366,624

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,366,624 ※ 5,093,301
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（訂正後） 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
 (単位：千円)

  前連結会計年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期

純損失（△） 
△2,908,776 365,203

 減価償却費 1,025,675 719,961

 減損損失 3,170,978 98,490

 のれん償却額 11,057 －

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,718 △174,421

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △66,731 11,931

 賞与引当金の増減額（△は減少） 7,920 8,353

 受取利息及び受取配当金 △55,378 △27,476

 支払利息 25,261 21,750

 固定資産除売却損益（△は益） 150,626 △20,714

 店舗閉鎖損失 344,556 50,720

 売上債権の増減額（△は増加） △45,491 △10,313

 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 △355,045 △168,215

 未収入金の増減額（△は増加） △15,602 25,792

 たな卸資産の増減額（△は増加） 124,085 2,417

 仕入債務の増減額（△は減少） 3,008,441 △824,332

 その他 971,268 △424,188

 小計 5,407,563 △345,042

 利息及び配当金の受取額 55,060 27,058

 利息の支払額 △25,261 △21,655

 損害賠償金の支払額 △14,799 △16,492

 法人税等の支払額 △150,444 △110,423

 法人税等の還付額 41,377 9,740

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,313,495 △456,814

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △9 △9

 有形固定資産の取得による支出 △944,794 △1,070,322

 有形固定資産の売却による収入 110,431 232,486

 投資有価証券の取得による支出 △2,333 △2,359

 投資有価証券の売却による収入 － 661

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入 
－ 2,004

 貸付けによる支出 △68,803 △99,948

 貸付金の回収による収入 152,700 153,452

 敷金及び保証金の差入による支出 △174,499 △205,117

 敷金及び保証金の回収による収入 209,981 198,083

 長期預り金の受入による収入 6,800 1,600

 その他 △479,315 148,709

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,189,841 △640,761

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入金の返済による支出 △84,000 △112,000

 配当金の支払額 △119,867 △50,198

 リース債務の返済による支出 － △13,257

 自己株式の取得による支出 △19,699 △290

 財務活動によるキャッシュ・フロー △223,567 △175,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,900,086 △1,273,323

現金及び現金同等物の期首残高 2,466,538 6,366,624

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,366,624 ※ 5,093,301
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（訂正前）21ページ 

表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日） 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（連結損益計算書） 

 「リース解約損」は、前連結会計年度まで区分掲

記しておりましたが、特別損失の総額の 100 分の

10 以下となったため特別損失の「その他」に含め

て表示することにしました。 

 なお、当連結会計年度における「リース解約損」

は 1,252 千円であります。  

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 20 年８

月７日 内閣府令第 50 号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「商

品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して

おります。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ 1,638,688 千円、35,517 千円であります。 

────── 

  

 

（訂正後） 

表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日） 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（連結損益計算書） 

 「リース解約損」は、前連結会計年度まで区分掲

記しておりましたが、特別損失の総額の 100 分の

10 以下となったため特別損失の「その他」に含め

て表示することにしました。 

 なお、当連結会計年度における「リース解約損」

は 1,252 千円であります。  

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 20 年８

月７日 内閣府令第 50 号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「商

品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して

おります。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ 1,572,278 千円、35,517 千円であります。 

────── 
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（訂正前）24ページ 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日） 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度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しました。 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度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しまし

た。  

用途 種類 場所 減損損失等 

西中国 703,482 千円 

島根西 8,495 千円 

東中国 592,838 千円 

四国 158,946 千円 

関西 219,246 千円 

関東 368,794 千円 

九州 354,822 千円 

店舗 

北陸 175,029 千円 

西中国 4,068 千円 

東中国 235,783 千円 

四国 5,307 千円 

関西 12,291 千円 

関東 82,401 千円 

九州 122,393 千円 

店舗以

外 

建物及

び構築

物、機

械装置

及び運

搬具、

器具備

品、土

地、の

れん等 

その他 113,009 千円 

計 － － 3,156,911 千円 

 

用途 種類 場所 減損損失等

中国 42,464 千円 

四国 9,580 千円 

関西  4,495 千円 

関東 
 22,425 千

円 

九州 11,634 千円 

店舗 

北陸 72 千円 

中国 230 千円 

四国 76 千円 

関東 6,333 千円 

店舗以

外 

建物及

び構築

物、器

具備

品、土

地、の

れん等

その他 1,176 千円 

計 － － 98,490 千円 

 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資産のグ

ルーピングを行っております。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お

よび閉店が予想される店舗につき帳簿価額を回収

可能価額まで減額し当該減少額を減損損失

（3,156,911 千円）としております。その内訳は

下記のとおりです。 

 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資産の

グルーピングを行っております。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

ループおよび閉店が予想される店舗につき帳簿

価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減

損損失（98,490 千円）としております。その内

訳は下記のとおりです。 

建物及び構築物 2,075,626 千円

機械装置及び運搬具 175 千円

器具備品 341,378 千円

土地 319,587 千円

その他 420,143 千円 

建物及び構築物 80,705 千円

器具備品 3,163 千円

土地 11,390 千円

その他 3,230 千円 

 なお、当資産グループの回収可能価額は売却予

定があるものはその予定価額とし、それ以外の売

却が予定されないものに関しては備忘価額として

おります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は売却

予定があるものはその予定価額とし、それ以外

の売却が予定されないものに関しては備忘価額

としております。 
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（訂正後） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日） 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度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しました。 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度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しまし

た。  

用途 種類 場所 減損損失等 

西中国 703,482 千円 

島根西 8,495 千円 

東中国 592,838 千円 

四国 158,946 千円 

関西 219,246 千円 

関東 368,794 千円 

九州 354,822 千円 

店舗 

北陸 175,029 千円 

西中国 4,068 千円 

東中国 235,783 千円 

四国 5,307 千円 

関西 12,291 千円 

関東 82,401 千円 

九州 122,393 千円 

店舗以

外 

建物及

び構築

物、機

械装置

及び運

搬具、

器具備

品、土

地、の

れん等 

その他 127,075 千円 

計 － － 3,170,978 千円 

 

用途 種類 場所 減損損失等

中国 42,464 千円 

四国 9,580 千円 

関西  4,495 千円 

関東 
 22,425 千

円 

九州 11,634 千円 

店舗 

北陸 72 千円 

中国 230 千円 

四国 76 千円 

関東 6,333 千円 

店舗以

外 

建物及

び構築

物、器

具備

品、土

地、の

れん等

その他 1,176 千円 

計 － － 98,490 千円 

 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資産のグ

ルーピングを行っております。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お

よび閉店が予想される店舗につき帳簿価額を回収

可能価額まで減額し当該減少額を減損損失

（3,170,978 千円）としております。その内訳は

下記のとおりです。 

 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資産の

グルーピングを行っております。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

ループおよび閉店が予想される店舗につき帳簿

価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減

損損失（98,490 千円）としております。その内

訳は下記のとおりです。 

建物及び構築物 2,075,626 千円

機械装置及び運搬具 175 千円

器具備品 341,378 千円

土地 319,587 千円

その他 434,210 千円 

建物及び構築物 80,705 千円

器具備品 3,163 千円

土地 11,390 千円

その他 3,230 千円 

 なお、当資産グループの回収可能価額は売却予

定があるものはその予定価額とし、それ以外の売

却が予定されないものに関しては備忘価額として

おります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は売却

予定があるものはその予定価額とし、それ以外

の売却が予定されないものに関しては備忘価額

としております。 

 

㈱ポプラ（7601）平成22年２月期  決算短信

-24-



 

（訂正前）30ページ 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 878 円 97 銭

１株当たり当期純損失 288 円 78 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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 888 円 60 銭

１株当たり当期純利益 15 円 21 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前連結会計年度末 

（平成 21 年２月 28 日） 

当連結会計年度末 

（平成 22 年２月 28 日） 

純資産の部の合計額（千円） 8,708,217 8,803,183 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

（うち少数株主持分） (－) (－) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,708,217 8,803,183 

１株当たり純資産の額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株） 
9,907,305 9,906,843 

２．１株当たり当期純利益金額又は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。 

  
前連結会計年度 当連結会計年度 

当期純利益又は当期純損失(△)（千

円） 
△2,869,853 150,723 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失(△)（千円） 
△2,869,853 150,723 

期中平均株式数（株） 9,937,867 9,906,901 
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（訂正後） 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 872 円 27 銭

１株当たり当期純損失 292 円 80 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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 878 円 41 銭

１株当たり当期純利益 11 円 73 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前連結会計年度末 

（平成 21 年２月 28 日） 

当連結会計年度末 

（平成 22 年２月 28 日） 

純資産の部の合計額（千円） 8,641,806 8,702,302 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

（うち少数株主持分） (－) (－) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,641,806 8,702,302 

１株当たり純資産の額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株） 
9,907,305 9,906,843 

２．１株当たり当期純利益金額又は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。 

  
前連結会計年度 当連結会計年度 

当期純利益又は当期純損失(△)（千

円） 
△2,909,768 116,252 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失(△)（千円） 
△2,909,768 116,252 

期中平均株式数（株） 9,937,867 9,906,901 
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５．個別財務諸表 

（訂正前）31～34ページ 

 
（１）貸借対照表 

 (単位：千円)

      前事業年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 6,193,877 4,915,017

  売掛金 56,046 58,748

  加盟店貸勘定 ※1 606,816 ※1 769,190

  商品 1,242,675 －

  製品 11,275 －

  商品及び製品 － 1,266,516

  原材料 34,268 －

  貯蔵品 1,249 －

  原材料及び貯蔵品 － 33,485

  前渡金 1,587 775

  前払費用 330,171 332,424

  短期貸付金 159,711 56,248

  立替金 145,772 137,716

  未収入金 622,612 595,180

  繰延税金資産 422,938 169,138

  その他 5,147 775

  貸倒引当金 △3,100 △2,384

  流動資産合計 9,831,051 8,332,834

 固定資産 

  有形固定資産 

   自社有形固定資産 

    建物 ※2 5,220,321 ※2 5,717,086

     減価償却累計額 △3,287,320 △3,514,084

     建物（純額） ※2 1,933,001 ※2 2,203,001

    構築物 ※2 1,307,353 ※2 1,428,023

     減価償却累計額 △1,042,789 △1,112,314

     構築物（純額） ※2 264,564 ※2 315,709

    機械及び装置 368,578 371,930

     減価償却累計額 △337,297 △344,648

     機械及び装置（純額） 31,281 27,281

    車両運搬具 12,685 5,055

     減価償却累計額 △11,984 △4,831

     車両運搬具（純額） 701 223

    器具備品 2,584,766 2,775,595

     減価償却累計額 △2,328,659 △2,497,752

     器具備品（純額） 256,106 277,843

    土地 ※2 2,972,943 ※2 3,000,730

    リース資産 － 99,251

     減価償却累計額 － △9,870

     リース資産（純額） － 89,380

    建設仮勘定 15,860 10,000

    自社有形固定資産合計 5,474,457 5,924,171
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(単位：千円)

      前事業年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

   貸与有形固定資産 

    建物 2,691,396 2,531,638

     減価償却累計額 △1,313,687 △1,250,000

     建物（純額） 1,377,708 1,281,638

    構築物 763,495 714,672

     減価償却累計額 △480,169 △472,518

     構築物（純額） 283,326 242,154

    器具備品 1,807,541 1,629,278

     減価償却累計額 △1,523,782 △1,409,296

     器具備品（純額） 283,759 219,982

    土地 533,605 596,003

    貸与有形固定資産合計 2,478,400 2,339,778

   有形固定資産合計 7,952,858 8,263,949

  無形固定資産 

   借地権 32,433 43,612

   ソフトウエア 75,851 34,950

   リース資産 － 47,595

   電話加入権 5,339 5,270

   水道施設利用権 6,512 5,846

   無形固定資産合計 120,136 137,275

  投資その他の資産 

   投資有価証券 260,676 266,190

   関係会社株式 192,366 194,998

   出資金 29 29

   長期貸付金 604,272 568,532

   関係会社長期貸付金 539,888 713,388

   長期前払費用 30,712 54,137

   繰延税金資産 545,797 643,665

   敷金及び保証金 3,922,393 3,717,960

   その他 199,423 207,509

   貸倒引当金 △744,069 △800,903

   投資その他の資産合計 5,551,488 5,565,507

  固定資産合計 13,624,483 13,966,733

 資産合計 23,455,535 22,299,567
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(単位：千円)

   前事業年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※6 85,088 ※6 66,368

  買掛金 3,787,912 3,546,146

  加盟店買掛金 ※3 3,926,446 ※3 3,391,566

  加盟店借勘定 ※1 27,172 ※1 18,966

  1 年内返済予定の長期借入金 ※2 112,000 ※2 132,000

  リース債務 － 28,922

  未払金 1,241,428 1,028,093

  未払費用 185,857 213,592

  未払法人税等 122,177 109,440

  未払消費税等 82,299 79,114

  預り金 1,756,794 1,763,567

  前受収益 220,901 192,074

  賞与引当金 117,156 126,242

  設備関係支払手形 ※6 13,084 ※6 75,591

  その他 3,429 4,888

  流動負債合計 11,681,749 10,776,576

 固定負債 

  長期借入金 ※2 132,000 －

  リース債務 － 115,026

  長期未払金 － 93,960

  退職給付引当金 375,460 215,655

  長期預り金 ※4 64,414 ※4 46,254

  長期預り保証金 ※4 1,967,465 ※4 1,837,801

  長期預り敷金 ※4 479,733 ※4 418,355

  その他 126,245 91,556

  固定負債合計 3,145,319 2,818,610

 負債合計 14,827,068 13,595,186

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,410,137 2,410,137

  資本剰余金 

   資本準備金 2,649,164 2,649,164

   資本剰余金合計 2,649,164 2,649,164

  利益剰余金 

   利益準備金 77,800 77,800

   その他利益剰余金 

    別途積立金 3,941,300 3,941,300

    繰越利益剰余金 △356,345 △284,202

   利益剰余金合計 3,662,755 3,734,898

  自己株式 △91,566 △91,857

  株主資本合計 8,630,490 8,702,342

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △2,024 2,039

  評価・換算差額等合計 △2,024 2,039

 純資産合計 8,628,466 8,704,381

負債純資産合計 23,455,535 22,299,567
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（訂正後） 

 

（１）貸借対照表 

 (単位：千円)

      前事業年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 6,193,877 4,915,017

  売掛金 56,046 58,748

  加盟店貸勘定 ※1 606,816 ※1 769,190

  商品 1,242,675 －

  製品 11,275 －

  商品及び製品 － 1,266,516

  原材料 34,268 －

  貯蔵品 1,249 －

  原材料及び貯蔵品 － 33,485

  前渡金 1,587 775

  前払費用 330,171 332,424

  短期貸付金 159,711 56,248

  立替金 145,772 137,716

  未収入金 622,612 595,180

  繰延税金資産 422,938 169,138

  その他 5,147 775

  貸倒引当金 △3,100 △2,384

  流動資産合計 9,831,051 8,332,834

 固定資産 

  有形固定資産 

   自社有形固定資産 

    建物 ※2 5,220,321 ※2 5,717,086

     減価償却累計額 △3,287,320 △3,514,084

     建物（純額） ※2 1,933,001 ※2 2,203,001

    構築物 ※2 1,307,353 ※2 1,428,023

     減価償却累計額 △1,042,789 △1,112,314

     構築物（純額） ※2 264,564 ※2 315,709

    機械及び装置 368,578 371,930

     減価償却累計額 △337,297 △344,648

     機械及び装置（純額） 31,281 27,281

    車両運搬具 12,685 5,055

     減価償却累計額 △11,984 △4,831

     車両運搬具（純額） 701 223

    器具備品 2,584,766 2,775,595

     減価償却累計額 △2,328,659 △2,497,752

     器具備品（純額） 256,106 277,843

    土地 ※2 2,972,943 ※2 3,000,730

    リース資産 － 99,251

     減価償却累計額 － △9,870

     リース資産（純額） － 89,380

    建設仮勘定 15,860 10,000

    自社有形固定資産合計 5,474,457 5,924,171
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(単位：千円)

      前事業年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

   貸与有形固定資産 

    建物 2,691,396 2,531,638

     減価償却累計額 △1,313,687 △1,250,000

     建物（純額） 1,377,708 1,281,638

    構築物 763,495 714,672

     減価償却累計額 △480,169 △472,518

     構築物（純額） 283,326 242,154

    器具備品 1,807,541 1,629,278

     減価償却累計額 △1,523,782 △1,409,296

     器具備品（純額） 283,759 219,982

    土地 533,605 596,003

    貸与有形固定資産合計 2,478,400 2,339,778

   有形固定資産合計 7,952,858 8,263,949

  無形固定資産 

   借地権 32,433 43,612

   ソフトウエア 75,851 34,950

   リース資産 － 47,595

   電話加入権 5,339 5,270

   水道施設利用権 6,512 5,846

   無形固定資産合計 120,136 137,275

  投資その他の資産 

   投資有価証券 260,676 266,190

   関係会社株式 192,366 194,998

   出資金 29 29

   長期貸付金 604,272 568,532

   関係会社長期貸付金 539,888 713,388

   長期前払費用 30,712 54,137

   繰延税金資産 545,797 643,665

   敷金及び保証金 3,922,393 3,717,960

   その他 199,423 207,509

   貸倒引当金 △810,480 △901,785

   投資その他の資産合計 5,485,078 5,464,626

  固定資産合計 13,558,073 13,865,851

 資産合計 23,389,124 22,198,686
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(単位：千円)

   前事業年度 

(平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(平成 22 年２月 28 日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※6 85,088 ※6 66,368

  買掛金 3,787,912 3,546,146

  加盟店買掛金 ※3 3,926,446 ※3 3,391,566

  加盟店借勘定 ※1 27,172 ※1 18,966

  1 年内返済予定の長期借入金 ※2 112,000 ※2 132,000

  リース債務 － 28,922

  未払金 1,241,428 1,028,093

  未払費用 185,857 213,592

  未払法人税等 122,177 109,440

  未払消費税等 82,299 79,114

  預り金 1,756,794 1,763,567

  前受収益 220,901 192,074

  賞与引当金 117,156 126,242

  設備関係支払手形 ※6 13,084 ※6 75,591

  その他 3,429 4,888

  流動負債合計 11,681,749 10,776,576

 固定負債 

  長期借入金 ※2 132,000 －

  リース債務 － 115,026

  長期未払金 － 93,960

  退職給付引当金 375,460 215,655

  長期預り金 ※4 64,414 ※4 46,254

  長期預り保証金 ※4 1,967,465 ※4 1,837,801

  長期預り敷金 ※4 479,733 ※4 418,355

  その他 126,245 91,556

  固定負債合計 3,145,319 2,818,610

 負債合計 14,827,068 13,595,186

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,410,137 2,410,137

  資本剰余金 

   資本準備金 2,649,164 2,649,164

   資本剰余金合計 2,649,164 2,649,164

  利益剰余金 

   利益準備金 77,800 77,800

   その他利益剰余金 

    別途積立金 3,941,300 3,941,300

    繰越利益剰余金 △422,755 △385,083

   利益剰余金合計 3,596,344 3,634,017

  自己株式 △91,566 △91,857

  株主資本合計 8,564,079 8,601,461

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △2,024 2,039

  評価・換算差額等合計 △2,024 2,039

 純資産合計 8,562,055 8,603,500

負債純資産合計 23,389,124 22,198,686
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（訂正前）35～36ページ 

（２）損益計算書 

 (単位：千円)

  前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

売上高   

 売上高 ※1 54,596,467 ※1 50,319,072

営業収入 

 加盟店からの収入 ※2 3,271,724 ※2 2,942,765

 その他の営業収入 ※3 2,241,413 ※3 2,179,536

 営業収入合計 5,513,138 5,122,301

営業総収入合計 60,109,605 55,441,374

売上原価 

 商品及び製品期首たな卸高 1,307,447 1,253,950

 当期製品製造原価 4,819,642 4,522,126

 当期商品仕入高 38,543,090 35,582,680

 合計 44,670,180 41,358,757

 商品及び製品期末たな卸高 1,253,950 1,266,516

 売上原価合計 ※1 43,416,229 ※1 40,092,240

売上総利益 ※1 11,180,237 ※1 10,226,831

営業総利益 16,693,376 15,349,133

販売費及び一般管理費 

 荷造運搬費 1,665,077 1,446,631

 広告宣伝費 14,681 25,123

 販売促進費 751,078 622,178

 役員報酬 89,099 81,391

 従業員給料及び賞与 5,726,348 5,814,721

 賞与引当金繰入額 111,962 112,656

 法定福利及び厚生費 501,015 517,537

 水道光熱費 881,140 821,825

 消耗品費 154,771 146,628

 租税公課 223,671 219,741

 減価償却費 910,732 617,471

 不動産賃借料 2,255,588 2,192,740

 リース料 298,258 212,970

 業務委託費 640,470 610,950

 その他 1,713,994 1,457,389

 販売費及び一般管理費合計 15,937,891 14,899,957

営業利益 755,485 449,176

営業外収益 

 受取利息 23,714 ※4 19,844

 有価証券利息 22,810 10,900

 受取配当金 4,804 4,777

 受取手数料 11,591 5,655

 受取保険金 14,008 16,670

 雑収入 28,341 22,517

 営業外収益合計 105,270 80,365

営業外費用 

 支払利息 25,311 22,029

 貸倒引当金繰入額 ※4 41,544 ※4 57,321

 雑損失 10,597 7,975

 営業外費用合計 77,453 87,327

経常利益 783,302 442,214
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(単位：千円)

  前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

特別利益 

 固定資産売却益 ※5 11,526 ※5 25,393

 補償金・違約金 101,352 57,291

 退店損失補填金受入益 3,822 4,303

 貸倒引当金戻入額 － 716

 その他 ※6 2,500 ※6 5,972

 特別利益合計 119,202 93,677

特別損失 

 固定資産売却損 ※7 31,935 ※7 1,945

 固定資産除却損 ※8 128,320 ※8 12,183

 減損損失 ※9 2,967,731 ※9 89,414

 店舗閉鎖損失 342,788 46,720

 関係会社株式評価損 117,594 1,852

 関係会社清算損 43 －

 投資有価証券評価損 68,957 464

 貸倒引当金繰入額 56,857 －

 その他 ※10 80,163 ※10 19,876

 特別損失合計 3,794,394 172,457

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,891,890 363,434

法人税、住民税及び事業税 102,593 88,399

法人税等還付税額 △39,852 －

法人税等調整額 △21,076 153,357

法人税等合計 41,664 241,757

当期純利益又は当期純損失（△） △2,933,554 121,677
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（訂正後） 

（２）損益計算書 

 (単位：千円)

  前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

売上高   

 売上高 ※1 54,596,467 ※1 50,319,072

営業収入 

 加盟店からの収入 ※2 3,271,724 ※2 2,942,765

 その他の営業収入 ※3 2,241,413 ※3 2,179,536

 営業収入合計 5,513,138 5,122,301

営業総収入合計 60,109,605 55,441,374

売上原価 

 商品及び製品期首たな卸高 1,307,447 1,253,950

 当期製品製造原価 4,819,642 4,522,126

 当期商品仕入高 38,543,090 35,582,680

 合計 44,670,180 41,358,757

 商品及び製品期末たな卸高 1,253,950 1,266,516

 売上原価合計 ※1 43,416,229 ※1 40,092,240

売上総利益 ※1 11,180,237 ※1 10,226,831

営業総利益 16,693,376 15,349,133

販売費及び一般管理費 

 荷造運搬費 1,665,077 1,446,631

 広告宣伝費 14,681 25,123

 販売促進費 751,078 622,178

 役員報酬 89,099 81,391

 従業員給料及び賞与 5,726,348 5,814,721

 賞与引当金繰入額 111,962 112,656

 法定福利及び厚生費 501,015 517,537

 水道光熱費 881,140 821,825

 消耗品費 154,771 146,628

 租税公課 223,671 219,741

 減価償却費 910,732 617,471

 不動産賃借料 2,255,588 2,192,740

 リース料 298,258 212,970

 業務委託費 640,470 610,950

 その他 1,713,994 1,457,389

 販売費及び一般管理費合計 15,937,891 14,899,957

営業利益 755,485 449,176

営業外収益 

 受取利息 23,714 ※4 19,844

 有価証券利息 22,810 10,900

 受取配当金 4,804 4,777

 受取手数料 11,591 5,655

 受取保険金 14,008 16,670

 雑収入 28,341 22,517

 営業外収益合計 105,270 80,365

営業外費用 

 支払利息 25,311 22,029

 貸倒引当金繰入額 ※4 107,955 ※4 91,792

 雑損失 10,597 7,975

 営業外費用合計 143,863 121,797

経常利益 716,891 407,744
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(単位：千円)

  前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

特別利益 

 固定資産売却益 ※5 11,526 ※5 25,393

 補償金・違約金 101,352 57,291

 退店損失補填金受入益 3,822 4,303

 貸倒引当金戻入額 － 716

 その他 ※6 2,500 ※6 5,972

 特別利益合計 119,202 93,677

特別損失 

 固定資産売却損 ※7 31,935 ※7 1,945

 固定資産除却損 ※8 128,320 ※8 12,183

 減損損失 ※9 2,967,731 ※9 89,414

 店舗閉鎖損失 342,788 46,720

 関係会社株式評価損 117,594 1,852

 関係会社清算損 43 －

 投資有価証券評価損 68,957 464

 貸倒引当金繰入額 56,857 －

 その他 ※10 80,163 ※10 19,876

 特別損失合計 3,794,394 172,457

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,958,300 328,964

法人税、住民税及び事業税 102,593 88,399

法人税等還付税額 △39,852 －

法人税等調整額 △21,076 153,357

法人税等合計 41,664 241,757

当期純利益又は当期純損失（△） △2,999,965 87,206
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（訂正前）38～39ページ 

 

（３）株主資本等変動計算書 

 (単位：千円)

      前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 2,410,137 2,410,137

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,410,137 2,410,137

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 2,649,164 2,649,164

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 2,649,164 2,649,164

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 77,800 77,800

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 77,800 77,800

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    前期末残高 3,941,300 3,941,300

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 3,941,300 3,941,300

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 2,696,634 △356,345

    当期変動額 

     剰余金の配当 △119,425 △49,534

     当期純利益又は当期純損失（△） △2,933,554 121,677

     当期変動額合計 △3,052,980 72,143

    当期末残高 △356,345 △284,202

  利益剰余金合計 

   前期末残高 6,715,735 3,662,755

   当期変動額 

    剰余金の配当 △119,425 △49,534

    当期純利益又は当期純損失（△） △2,933,554 121,677

    当期変動額合計 △3,052,980 72,143

   当期末残高 3,662,755 3,734,898

 自己株式 

  前期末残高 △71,867 △91,566

  当期変動額 

   自己株式の取得 △19,699 △290

   当期変動額合計 △19,699 △290

  当期末残高 △91,566 △91,857
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(単位：千円)

    前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

 株主資本合計 

  前期末残高 11,703,169 8,630,490

  当期変動額 

   剰余金の配当 △119,425 △49,534

   当期純利益又は当期純損失（△） △2,933,554 121,677

   自己株式の取得 △19,699 △290

   当期変動額合計 △3,072,679 71,852

  当期末残高 8,630,490 8,702,342

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △27,006 △2,024

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,982 4,063

   当期変動額合計 24,982 4,063

  当期末残高 △2,024 2,039

純資産合計 

 前期末残高 11,676,163 8,628,466

 当期変動額 

  剰余金の配当 △119,425 △49,534

  当期純利益又は当期純損失（△） △2,933,554 121,677

  自己株式の取得 △19,699 △290

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,982 4,063

  当期変動額合計 △3,047,697 75,915

 当期末残高 8,628,466 8,704,381
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（訂正後） 

 

（３）株主資本等変動計算書 

 (単位：千円)

      前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 2,410,137 2,410,137

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,410,137 2,410,137

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 2,649,164 2,649,164

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 2,649,164 2,649,164

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 77,800 77,800

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 77,800 77,800

  その他利益剰余金 

   別途積立金 

    前期末残高 3,941,300 3,941,300

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 3,941,300 3,941,300

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 2,696,634 △422,755

    当期変動額 

     剰余金の配当 △119,425 △49,534

     当期純利益又は当期純損失（△） △2,999,965 87,206

     当期変動額合計 △3,119,390 37,672

    当期末残高 △422,755 △385,083

  利益剰余金合計 

   前期末残高 6,715,735 3,596,344

   当期変動額 

    剰余金の配当 △119,425 △49,534

    当期純利益又は当期純損失（△） △2,999,965 87,206

    当期変動額合計 △3,119,390 37,672

   当期末残高 3,596,344 3,634,017

 自己株式 

  前期末残高 △71,867 △91,566

  当期変動額 

   自己株式の取得 △19,699 △290

   当期変動額合計 △19,699 △290

  当期末残高 △91,566 △91,857
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(単位：千円)

    前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日)

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

 株主資本合計 

  前期末残高 11,703,169 8,564,079

  当期変動額 

   剰余金の配当 △119,425 △49,534

   当期純利益又は当期純損失（△） △2,999,965 87,206

   自己株式の取得 △19,699 △290

   当期変動額合計 △3,139,090 37,381

  当期末残高 8,564,079 8,601,461

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 △27,006 △2,024

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,982 4,063

   当期変動額合計 24,982 4,063

  当期末残高 △2,024 2,039

純資産合計 

 前期末残高 11,676,163 8,562,055

 当期変動額 

  剰余金の配当 △119,425 △49,534

  当期純利益又は当期純損失（△） △2,999,965 87,206

  自己株式の取得 △19,699 △290

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,982 4,063

  当期変動額合計 △3,114,107 41,444

 当期末残高 8,562,055 8,603,500
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（訂正前）45ページ 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日） 

当事業年度 

（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日） 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含

まれております。 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含

まれております。 

貸倒引当金繰入額 36,419 千円
 

受取利息 9,494 千円

貸倒引当金繰入額 42,877 
  

 

（訂正後） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日） 

当事業年度 

（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日） 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含

まれております。 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含

まれております。 

貸倒引当金繰入額 102,829 千円
 

受取利息 9,494 千円

貸倒引当金繰入額 77,347 
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（訂正前）49ページ 

 
（１株当たり情報） 

項目 

前事業年度 

（自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日） 

当事業年度 

（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日） 

１株当たり純資産額 870 円 92 銭 878 円 62 銭 

１株当たり当期純利益又は当期

純損失(△) 
△295 円 19 銭 12 円 28 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 

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、１株当た

り当期純損失であり、また、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。 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前事業年度末 

（平成 21 年２月 28 日） 

当事業年度末 

（平成 22 年２月 28 日） 

純資産の部の合計額（千円） 8,628,466 8,704,381 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,628,466 8,704,381 

１株当たり純資産の額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株） 
9,907,305 9,906,843 

２．１株当たり当期純利益金額又は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。 

 

前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（千

円） 
△2,933,554 121,677 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失(△)（千円） 
△2,933,554 121,677 

期中平均株式数（株） 9,937,867 9,906,901 
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（訂正後） 

 

（１株当たり情報） 

項目 

前事業年度 

（自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日） 

当事業年度 

（自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日） 

１株当たり純資産額 864 円 22 銭 868 円 44 銭 

１株当たり当期純利益又は当期

純損失(△) 
△301 円 87 銭 8 円 80 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 

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、１株当た

り当期純損失であり、また、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。 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前事業年度末 

（平成 21 年２月 28 日） 

当事業年度末 

（平成 22 年２月 28 日） 

純資産の部の合計額（千円） 8,562,055 8,603,500 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,562,055 8,603,500 

１株当たり純資産の額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株） 
9,907,305 9,906,843 

２．１株当たり当期純利益金額又は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。 

 

前事業年度 

(自 平成 20 年３月１日 

至 平成 21 年２月 28 日) 

当事業年度 

(自 平成 21 年３月１日 

至 平成 22 年２月 28 日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（千

円） 
△2,999,965 87,206 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失(△)（千円） 
△2,999,965 87,206 

期中平均株式数（株） 9,937,867 9,906,901 
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