
平成21年５月29日

各　位

会 社 名 株式会社　井　筒　屋

代表者名 代表取締役　中村　眞人

（コード番号 8260 東証１部　福証）

問合せ先 経理部長　　白石　亮

（ＴＥＬ 093-522-3414）

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年２月期　決算短信」の一部訂正について

　平成21年４月20日に公表いたしました「平成21年２月期　決算短信」の記載内容において一部訂正

がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。

記

１ﾍﾟｰｼﾞ、１．21年２月期の連結業績　(3)連結キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年　２月期 △727 △2,067 3,056 3,692

20年　２月期 5,034 1,771 △10,095 3,430

（訂正後）

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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年　２月期 △727 △2,068 3,056 3,692

20年　２月期 5,034 1,771 △10,095 3,430

５ﾍﾟｰｼﾞ、（２）財政状態に関する分析　②キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少により７億2,730万

１千円の支出となりました。

（投資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・フローは、主に有形固定資産取得、差入保証金の支

出により20億6,795万８千円の支出となりました。

（財務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・フローは、借入金の増加により30億5,659万円の収

入となりました。

（訂正後）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少により７億2,705万

4千円の支出となりました。

（投資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・フローは、主に有形固定資産の取得、差入保証金支

出により20億6,820万４千円の支出となりました。

（財務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・フローは、借入金の増加により30億5,659万円の収

入となりました。
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19ﾍﾟｰｼﾞ・20ﾍﾟｰｼﾞ、(4) 連結キャッシュ・フロー決算書
（訂正前）

前連結会計年度 当連結会計期間

比較増減（自　平成19年３月１日 （自　平成20年３月１日

　至　平成20年２月29日） 　至　平成21年２月28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

税金等調整前当期純利益
（当期純損失△)

2,637,774 △5,574,249 △8,212,023

減価償却費 1,912,824 2,193,364 280,539

減損損失   　　　　   　 － 3,794,286 3,794,286

負ののれん償却額   　　　　   　 － △181,742 △181,742

貸倒引当金の増減額(減少△) 252,211 △7,163 △259,374

賞与引当金の増減額(減少△) 10,474 △297,944 △308,419

ポイント金券引当金の減少額 △33,400   　　　　   　 － 33,400

退職給付引当金の増減額(減少△) 105,773 △30,224 △135,997

役員退職慰労引当金の増減額(減少△) 36,457 △27,710 △64,167

商品券回収損失引当金の増加額 491,207 40,893 △450,314

受取利息及び受取配当金 △306,445 △294,586 11,858

支払利息 1,146,378 1,156,583 10,204

持分法による投資利益 △246,688 △620,805 △374,117

固定資産売却益 △3,304   　　　　   　 － 3,304

投資有価証券売却益 △3,476 △11,250 △7,773

固定資産除却損等 208,409 166,578 △41,831

子会社整理損 1,376,338   　　　　   　 － △1,376,338

投資有価証券評価損   　　　　   　 － 8,711 8,711

会員権等評価損   　　　　   　 － 2,300 2,300

PCB廃棄物処理費用引当金繰入額   　　　　   　 － 231,443 231,443

店舗撤退損失引当金繰入額   　　　　   　 － 830,000 830,000

システム解約損失引当金繰入額   　　　　   　 － 388,000 388,000

売上債権の減少額 959,246 347,115 △612,131

たな卸資産の増減額(増加△) △20,814 418,241 439,055

仕入債務の減少額 △2,432,391 △2,517,554 △85,162

未払消費税の減少額 △73,052 △41,147 31,904

その他資産の減少額 107,381 58,414 △48,966

その他負債の増減額(減少△) △99,641 173,420 273,062

小計 6,025,264 204,973 △5,820,291

利息及び配当金の受取額 308,106 293,136 △14,970

利息の支払額 △1,118,367 △1,149,890 △31,522

法人税等の支払額 △180,615 △75,521 105,094

　営業活動によるキャッシュ・フロー 5,034,388 △727,301 △5,761,689

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出 △106,600 △121,600 △15,000

定期預金の払戻しによる収入 106,600 121,600 15,000

有価証券の取得による支出 △34,882   　　　　   　 － 34,882

有価証券の売却による収入 34,912 30,000 △4,912

有形固定資産の取得による支出 △1,294,746 △1,928,394 △633,647

有形固定資産の売却による収入 793,744 1,287 △792,456

無形固定資産の取得による支出 △40,952 △3,247 37,705

無形固定資産の売却による収入 277   　　　　   　 － △277

投資有価証券の取得による支出 △200,220   　　 　   ＿＿－＿ 200,220

投資有価証券の売却による収入   　　　　   　 － 337,678 337,678

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   　　　　   　 － 297,380 297,380

貸付による支出 △50,088 △66,782 △16,694

貸付金の回収による収入 428,200 408,200 △20,000

差入保証金差入による支出 △49,839 △1,205,255 △1,155,415

差入保証金返還による収入 2,185,051 68,691 △2,116,359

その他 420 △7,515 △7,935

　投資活動によるキャッシュ・フロー 1,771,874 △2,067,958 △3,839,832

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減 △4,030,500 1,071,900 5,102,400

長期借入れによる収入 951,000 6,850,000 5,899,000

長期借入金の返済による支出 △7,014,222 △4,864,225 2,149,997

自己株式の取得による支出 △2,094 △1,084 1,009

　財務活動によるキャッシュ・フロー △10,095,816 3,056,590 13,152,406

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少△) △3,289,553 261,330 3,550,884

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,720,271 3,430,717 △3,289,553

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,430,717 3,692,048 261,330
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（訂正後）
前連結会計年度 当連結会計期間

比較増減（自　平成19年３月１日 （自　平成20年３月１日

　至　平成20年２月29日） 　至　平成21年２月28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

税金等調整前当期純利益
（当期純損失△)

2,637,774 △5,574,249 △8,212,023

減価償却費 1,912,824 2,193,364 280,539

減損損失   　　　　   　 － 3,794,286 3,794,286

負ののれん償却額   　　　　   　 － △181,742 △181,742

貸倒引当金の増減額(減少△) 252,211 △7,163 △259,374

賞与引当金の増減額(減少△) 10,474 △297,944 △308,419

ポイント金券引当金の減少額 △33,400   　　　　   　 － 33,400

退職給付引当金の増減額(減少△) 105,773 △30,224 △135,997

役員退職慰労引当金の増減額(減少△) 36,457 △27,710 △64,167

商品券回収損失引当金の増加額 491,207 40,893 △450,314

受取利息及び受取配当金 △306,445 △294,586 11,858

支払利息 1,146,378 1,156,583 10,204

持分法による投資利益 △246,688 △620,805 △374,117

固定資産売却益 △3,304   　　　　   　 － 3,304

投資有価証券売却益 △3,476 △11,250 △7,773

固定資産除却損等 208,409 168,201 △40,208

子会社整理損 1,376,338   　　　　   　 － △1,376,338

投資有価証券評価損   　　　　   　 － 8,711 8,711

会員権等評価損   　　　　   　 － 2,300 2,300

PCB廃棄物処理費用引当金の増加額   　　　　   　 － 231,443 231,443

店舗撤退損失引当金の増加額   　　　　   　 － 830,000 830,000

システム解約損失引当金の増加額   　　　　   　 － 388,000 388,000

売上債権の減少額 959,246 347,115 △612,131

たな卸資産の増減額(増加△) △20,814 418,241 439,055

仕入債務の減少額 △2,432,391 △2,517,554 △85,162

未払消費税の減少額 △73,052 △41,147 31,904

その他資産の減少額 107,381 54,306 △53,074

その他負債の増減額(減少△) △99,641 173,220 272,862

小計 6,025,264 202,288 △5,822,976

利息及び配当金の受取額 308,106 296,067 △12,038

利息の支払額 △1,118,367 △1,149,890 △31,522

法人税等の支払額 △180,615 △75,521 105,094

　営業活動によるキャッシュ・フロー 5,034,388 △727,054 △5,761,442

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出 △106,600 △121,600 △15,000

定期預金の払戻しによる収入 106,600 121,600 15,000

有価証券の取得による支出 △34,882   　　　　   　 － 34,882

有価証券の売却による収入 34,912 30,000 △4,912

有形固定資産の取得による支出 △1,294,746 △1,937,405 △642,658

有形固定資産の売却による収入 793,744 1,287 △792,456

無形固定資産の取得による支出 △40,952 △3,247 37,705

無形固定資産の売却による収入 277   　　　　   　 － △277

投資有価証券の取得による支出 △200,220 △5,018 195,202

投資有価証券の売却による収入   　　　　   　 － 349,284 349,284

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   　　　　   　 － 297,380 297,380

貸付による支出 △50,088 △66,782 △16,694

貸付金の回収による収入 428,200 408,200 △20,000

差入保証金差入による支出 △49,839 △1,205,255 △1,155,415

差入保証金返還による収入 2,185,051 68,691 △2,116,359

その他 420 △5,340 △5,760

　投資活動によるキャッシュ・フロー 1,771,874 △2,068,204 △3,840,079

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減 △4,030,500 1,071,900 5,102,400

長期借入による収入 951,000 6,850,000 5,899,000

長期借入金の返済による支出 △7,014,222 △4,864,225 2,149,997

自己株式の取得による支出 △2,094 △1,084 1,009

　財務活動によるキャッシュ・フロー △10,095,816 3,056,590 13,152,406

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少△) △3,289,553 261,330 3,550,884

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,720,271 3,430,717 △3,289,553

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,430,717 3,692,048 261,330

以　上
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平成21年2月期 決算短信 
平成21年5月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 井筒屋 上場取引所 東 福 

コード番号 8260 URL http://www.izutsuya.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 中村 眞人

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 白石 亮 TEL 093-522-3414
定時株主総会開催予定日 平成21年5月28日 有価証券報告書提出予定日 平成21年5月29日

配当支払開始予定日 ―

1.  21年2月期の連結業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年2月期 109,006 8.9 △184 ― △156 ― △4,888 ―

20年2月期 100,126 △10.9 1,412 △42.5 695 △56.6 2,772 ―

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年2月期 △42.62 ― △76.5 △0.2 △0.2

20年2月期 24.17 ― 28.0 0.8 1.4

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  620百万円 20年2月期  246百万円

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

21年2月期 80,537 6,390 7.9 55.72
20年2月期 79,747 11,279 14.1 98.35

（参考） 自己資本   21年2月期  6,390百万円 20年2月期  11,279百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年2月期 △727 △2,068 3,056 3,692
20年2月期 5,034 1,771 △10,095 3,430

2.  配当の状況 

 

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）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年2月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年2月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年2月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22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）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

50,000 △3.0 300 ― 0 ― △400 ― △3.49

通期 100,000 △8.3 1,200 ― 500 ― 100 ― 0.87



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

（注） 詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、２１ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定となる株式数については、３５ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 株式会社コレット井筒屋 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 114,804,953株 20年2月期 114,804,953株

② 期末自己株式数 21年2月期  131,200株 20年2月期  115,190株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年2月期の個別業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年2月期 76,503 △7.4 1,256 △11.1 279 △35.3 △4,846 ―

20年2月期 82,647 △1.9 1,413 △40.2 432 △64.8 2,598 ―

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
円 銭 円 銭

21年2月期 △42.26 ―

20年2月期 22.66 ―

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

21年2月期 71,902 6,625 9.2 57.77
20年2月期 73,706 11,465 15.6 99.97

（参考） 自己資本 21年2月期  6,625百万円 20年2月期  11,465百万円

2.  22年2月期の個別業績予想（平成21年3月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
なお、連結業績予想数値に関する事項につきましては、添付資料４ページをご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

35,000 △8.1 500 41.8 100 ― △200 ― △1.74

通期 70,000 △8.5 1,300 3.5 400 43.1 100 ― 0.87
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