
 

 

平成23年12月28日 

各 位 

会 社 名  株式会社マキヤ 

代表者名  代表取締役社長 川原﨑 康雄 

      (コード番号 ９８９０) 

問合せ先  取締役財務部長 矢部 利久 

      (TEL．0545－36－1000) 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 当社は、平成23年12月13日付「不適切な会計処理の可能性について」において、過年度決算の訂正

につきましては、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。このたび、その具体的な訂

正内容が確定いたしましたので下記のとおりご報告いたします。 

 訂正個所を含むページについては訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正個所には     （ア

ンダーライン）を付して表示しております。 

 また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。 

 

記 

１．訂正を行う決算短信 

   決算期 平成22年３月期 決算短信 

   発表日 平成22年５月11日 

２．訂正の理由 

   当社において不適切な会計処理があったため。 

   詳細は、本日付「不適切な会計処理の調査結果について」をご参照ください。 

 

以 上 
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【訂正前】(１ページ) 

 

平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月11日 

上場会社名 株式会社 マキヤ 上場取引所  JQ

コード番号 9890   URL http://www.makiya-group.co.jp 

代表者    （役職名）代表取締役社長         （氏名）川原崎 康雄 

問合せ先責任者（役職名）取締役経理・財務部長      （氏名）矢部 利久     TEL0545-36-1000 

定時株主総会開催予定日  平成22年6月29日       配当支払開始予定日   平成22年6月30日 

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月30日 
 

（百万円未満切捨て） 

1. 22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(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 ％

22年3月期 61,717 △3.9 786 △28.0 908 △27.6 221 △41.1

21年3月期 64,217 △4.4 1,092 △11.8 1,255 △9.2 375 △30.3

 

 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 ％ ％ ％

22年3月期 22.16 ― 1.9 3.1 1.3

21年3月期 36.85 ― 3.2 4.3 1.7

(参考) 持分法投資損益    22年3月期 ―百万円    21年3月期 ―百万円 

 

(2) 連結財政状態 
 

 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

22年3月期 29,412 11,602 39.4 1,162.15

21年3月期 29,179 11,545 39.6 1,156.42
 

(参考) 自己資本    22年3月期 11,602百万円    21年3月期 11,545百万円 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 

 
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

22年3月期 1,093 △637 △428 860

21年3月期 850 △865 △77 834

 
2. 配当の状況 

 1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

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 期末 合計 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 151 40.7 1.3

22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 149 67.7 1.3

23年3月期 
(予想) 

― 7.50 ― 7.50 15.00  30.0 

 
3. 23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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 

30,600 △0.1 330 38.6 420 50.7 150 0.1 15.02

通期 60,500 △2.0 920 17.0 1,150 26.5 500 126.0 50.08
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【訂正後】(１ページ) 

 

平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月11日 

上場会社名 株式会社 マキヤ 上場取引所  JQ

コード番号 9890   URL http://www.makiya-group.co.jp 

代表者    （役職名）代表取締役社長         （氏名）川原崎 康雄 

問合せ先責任者（役職名）取締役経理・財務部長      （氏名）矢部 利久     TEL0545-36-1000 

定時株主総会開催予定日  平成22年6月29日       配当支払開始予定日   平成22年6月30日 

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月30日 
 

（百万円未満切捨て） 

1. 22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(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 ％

22年3月期 61,717 △3.9 751 △31.2 873 △30.4 200 △46.7

21年3月期 64,217 △4.4 1,092 △11.8 1,255 △9.2 375 △30.3

 

 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 ％ ％ ％

22年3月期 20.04 ― 1.7 3.0 1.2

21年3月期 36.85 ― 3.2 4.3 1.7

(参考) 持分法投資損益    22年3月期 ―百万円    21年3月期 ―百万円 

 

(2) 連結財政状態 
 

 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

22年3月期 29,391 11,581 39.4 1,160.03

21年3月期 29,179 11,545 39.6 1,156.42
 

(参考) 自己資本    22年3月期 11,581百万円    21年3月期 11,545百万円 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 

 
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

22年3月期 1,093 △637 △428 860

21年3月期 850 △865 △77 834

 
2. 配当の状況 

 1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

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 期末 合計 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 151 40.7 1.3

22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 149 74.9 1.3

23年3月期 
(予想) 

― 7.50 ― 7.50 15.00  30.0 

 
3. 23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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 

30,600 △0.1 330 38.6 420 50.7 150 0.1 15.02

通期 60,500 △2.0 920 22.4 1,150 31.6 500 149.8 50.08
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【訂正前】(２ページ) 

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 

   新規 ―社 （社名          ）  除外 ―社 （社名          ） 

〔(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） 

   ① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

   ② ①以外の変更         無 

 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

   ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  22年3月期 10,540,200株  21年3月期 10,540,200株 

   ② 期末自己株式数            22年3月期   556,411株  21年3月期   556,342株 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。〕 

 

 

(参考)個別業績の概要 

1. 22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(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 ％

22年3月期 42,161 1.9 789 △15.3 998 △10.5 660 12.1

21年3月期 41,360 △1.2 932 △4.5 1,116 △4.7 589 110.8

 

 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

22年3月期 66.18 ― 

21年3月期 57.81 ― 

 

(2) 個別財政状態 

 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

22年3月期 26,148 11,755 45.0 1,177.47

21年3月期 25,420 11,258 44.3 1,127.71

(参考) 自己資本    22年3月期 11,755百万円    21年3月期 11,258百万円 

 

2. 23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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)

 

 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 

20,500 0.6 320 △11.6 400 △15.4 200 △50.8 20.03

通 期 42,200 0.1 880 11.4 1,100 10.1 600 △9.2 60.09

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業

況の変化等により、上記数値と異なる場合があります。 
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【訂正後】(２ページ) 

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 

   新規 ―社 （社名          ）  除外 ―社 （社名          ） 

〔(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） 

   ① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

   ② ①以外の変更         無 

 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

   ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  22年3月期 10,540,200株  21年3月期 10,540,200株 

   ② 期末自己株式数            22年3月期   556,411株  21年3月期   556,342株 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。〕 

 

 

(参考)個別業績の概要 

1. 22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(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 ％

22年3月期 42,161 1.9 754 △19.0 963 △13.7 639 8.5

21年3月期 41,360 △1.2 932 △4.5 1,116 △4.7 589 110.8

 

 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

22年3月期 64.07 ― 

21年3月期 57.81 ― 

 

(2) 個別財政状態 

 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

22年3月期 26,127 11,734 44.9 1,175.35

21年3月期 25,420 11,258 44.3 1,127.71

(参考) 自己資本    22年3月期 11,734百万円    21年3月期 11,258百万円 

 

2. 23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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)

 

 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 

20,500 0.6 320 △11.6 400 △15.4 200 △50.8 20.03

通 期 42,200 0.1 880 16.6 1,100 14.1 600 △6.2 60.09

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業

況の変化等により、上記数値と異なる場合があります。 
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(４ページ) 

 この結果、営業利益は７億８千６百万円（前年同期比28.0％減）、経常利益は９億８百万円

（前年同期比27.6％減）、当期純利益につきましては、連結子会社であります㈱ひのやの繰延税金

資産の取り崩し等により２億２千１百万円（前年同期比41.1％減）となりました。 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末の総資産は294億１千２百万円となり、前連結会計年度末に比較して２億３千２

百万円増加いたしました。 

 流動資産は68億７千４百万円と前連結会計年度末に比較して２億３千７百万円増加いたしました。

これは新規出店に伴い商品が１億５千１百万円増加したのが主な要因であります。 

 固定資産は225億３千８百万円と前連結会計年度末に比較して４百万円減少いたしました。新規出

店等により有形固定資産の増加２億７千５百万円があったものの、敷金及び保証金の減少１億７千

１百万円、投資有価証券の減少４千９百万円等によりほぼ前年と同水準になりました。 

（負債） 

当連結会計年度の負債は178億１千万円となり、前連結会計年度末に比較して１億７千５百万円増

加いたしました。 

 流動負債は111億５百万円と前連結会計年度末に比較して１億１百万円増加いたしました。これは

支払手形及び買掛金の減少１億８千１百万円、未払金の減少１億７千２百万円等があったものの、

短期借入金の増加７千７百万円、リース債務の増加１億２千万円、未払法人税等の増加２億３千４

百万円等によるものであります。 

 固定負債は67億４百万円となり、前連結会計年度末に比較して７千３百万円増加いたしました。

これは長期借入金の減少６億１千９百万円、退職給付引当金の減少６千７百万円等があったものの、

社債の増加３億４千５百万円、リース債務の増加２億１千４百万円、繰延税金負債の増加２億２千

１百万円等によるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は116億２百万円と前連結会計年度末に比較して５千７百万円増加いた

しました。 

 これは利益剰余金が７千１百万円増加したのが主な要因であります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と

比較して２千５百万円増加し、８億６千万円となりました。 

 当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、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） 

たな卸資産の増加額１億７千２百万円、仕入債務の減少額１億８千１百万円、利息の支払額１億

５千万円、法人税等の支払額１億９千４百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益９億３

千３百万円、減価償却費９億５千９百万円、減損損失１億４千２百万円等により10億９千３百万円

の収入となりました。 
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(４ページ) 

 この結果、営業利益は７億５千１百万円（前年同期比31.2％減）、経常利益は８億７千３百万

円（前年同期比30.4％減）、当期純利益につきましては、連結子会社であります㈱ひのやの繰延税

金資産の取り崩し等により２億円（前年同期比46.7％減）となりました。 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末の総資産は293億９千１百万円となり、前連結会計年度末に比較して２億１千１

百万円増加いたしました。 

 流動資産は68億５千３百万円と前連結会計年度末に比較して２億１千６百万円増加いたしました。

これは新規出店に伴い商品が１億１千６百万円増加したのが主な要因であります。 

 固定資産は225億３千８百万円と前連結会計年度末に比較して４百万円減少いたしました。新規出

店等により有形固定資産の増加２億７千５百万円があったものの、敷金及び保証金の減少１億７千

１百万円、投資有価証券の減少４千９百万円等によりほぼ前年と同水準になりました。 

（負債） 

当連結会計年度の負債は178億１千万円となり、前連結会計年度末に比較して１億７千５百万円増

加いたしました。 

 流動負債は111億５百万円と前連結会計年度末に比較して１億１百万円増加いたしました。これは

支払手形及び買掛金の減少１億８千１百万円、未払金の減少１億７千２百万円等があったものの、

短期借入金の増加７千７百万円、リース債務の増加１億２千万円、未払法人税等の増加２億３千４

百万円等によるものであります。 

 固定負債は67億４百万円となり、前連結会計年度末に比較して７千３百万円増加いたしました。

これは長期借入金の減少６億１千９百万円、退職給付引当金の減少６千７百万円等があったものの、

社債の増加３億４千５百万円、リース債務の増加２億１千４百万円、繰延税金負債の増加２億２千

１百万円等によるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は115億８千１百万円と前連結会計年度末に比較して３千６百万円増加

いたしました。 

 これは利益剰余金が５千万円増加したのが主な要因であります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と

比較して２千５百万円増加し、８億６千万円となりました。 

 当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、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） 

たな卸資産の増加額１億３千７百万円、仕入債務の減少額１億８千１百万円、利息の支払額１億

５千万円、法人税等の支払額１億９千４百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益８億９

千８百万円、減価償却費９億５千９百万円、減損損失１億４千２百万円等により10億９千３百万円

の収入となりました。 
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(10ページ) 

4.【連結財務諸表】 

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 834,692 860,140

  売掛金 344,682 361,754

  商品 4,972,814 5,124,535

  繰延税金資産 92,839 89,089

  その他 392,502 439,666

  貸倒引当金 △385 △448

  流動資産合計 6,637,144 6,874,736

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 ※１ 18,292,700 ※１ 19,790,499

    減価償却累計額 △10,101,659 △10,625,005

    建物及び構築物（純額） 8,191,041 9,165,493

   機械装置及び運搬具 421,737 423,580

    減価償却累計額 △275,045 △315,883

    機械装置及び運搬具（純額） 146,692 107,697

   工具、器具及び備品 412,963 410,470

    減価償却累計額 △332,875 △349,178

    工具、器具及び備品（純額） 80,088 61,292

   土地 ※１ 8,617,129 ※１ 7,722,701

   リース資産 6,901 356,029

    減価償却累計額 △1,013 △33,863

    リース資産（純額） 5,887 322,165

   その他 65,224 2,342

   有形固定資産合計 17,106,063 17,381,694

  無形固定資産 

   リース資産 354,244 354,506

   その他 721,005 735,652

   無形固定資産合計 1,075,250 1,090,158

  投資その他の資産 

   投資有価証券 866,457 ※1 816,964

   長期貸付金 71,143 60,860

   繰延税金資産 149,501 100,706

   敷金及び保証金 3,213,299 3,041,343

   その他 67,493 47,321

   貸倒引当金 △6,380 △900

   投資その他の資産合計 4,361,515 4,066,296

  固定資産合計 22,542,829 22,538,149

 資産合計 29,179,974 29,412,885
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(10ページ) 

4.【連結財務諸表】 

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 834,692 860,140

  売掛金 344,682 361,754

  商品 4,972,814 5,089,521

  繰延税金資産 92,839 103,003

  その他 392,502 439,666

  貸倒引当金 △385 △448

  流動資産合計 6,637,144 6,853,636

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 ※１ 18,292,700 ※１ 19,790,499

    減価償却累計額 △10,101,659 △10,625,005

    建物及び構築物（純額） 8,191,041 9,165,493

   機械装置及び運搬具 421,737 423,580

    減価償却累計額 △275,045 △315,883

    機械装置及び運搬具（純額） 146,692 107,697

   工具、器具及び備品 412,963 410,470

    減価償却累計額 △332,875 △349,178

    工具、器具及び備品（純額） 80,088 61,292

   土地 ※１ 8,617,129 ※１ 7,722,701

   リース資産 6,901 356,029

    減価償却累計額 △1,013 △33,863

    リース資産（純額） 5,887 322,165

   その他 65,224 2,342

   有形固定資産合計 17,106,063 17,381,694

  無形固定資産 

   リース資産 354,244 354,506

   その他 721,005 735,652

   無形固定資産合計 1,075,250 1,090,158

  投資その他の資産 

   投資有価証券 866,457 ※1 816,964

   長期貸付金 71,143 60,860

   繰延税金資産 149,501 100,706

   敷金及び保証金 3,213,299 3,041,343

   その他 67,493 47,321

   貸倒引当金 △6,380 △900

   投資その他の資産合計 4,361,515 4,066,296

  固定資産合計 22,542,829 22,538,149

 資産合計 29,179,974 29,391,786
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(11ページ) 

(単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 ※１ 4,886,266 4,704,930

  短期借入金 ※1, ※2 4,289,917 ※1 4,367,913

  1年内償還予定の社債 60,000 ※1 123,000

  リース債務 49,426 169,866

  未払金 1,200,926 1,028,554

  未払法人税等 71,339 305,911

  賞与引当金 107,091 111,942

  役員賞与引当金 5,579 5,215

  ポイント引当金 97,240 105,823

  その他 235,828 182,426

  流動負債合計 11,003,615 11,105,584

 固定負債 

  社債 710,000 ※1 1,055,500

  長期借入金 ※1 4,459,647 ※1 3,840,069

  リース債務 334,375 548,604

  繰延税金負債 － 221,544

  退職給付引当金 624,908 557,484

  役員退職慰労引当金 40,009 51,819

  その他 461,854 429,596

  固定負債合計 6,630,794 6,704,618

 負債合計 17,634,409 17,810,202

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,198,310 1,198,310

  資本剰余金 1,083,637 1,083,637

  利益剰余金 9,625,169 9,696,664

  自己株式 △446,013 △446,042

  株主資本合計 11,461,103 11,532,569

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 84,461 70,113

  評価・換算差額等合計 84,461 70,113

 純資産合計 11,545,564 11,602,683

負債純資産合計 29,179,974 29,412,885
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(11ページ) 

(単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 ※１ 4,886,266 4,704,930

  短期借入金 ※1, ※2 4,289,917 ※1 4,367,913

  1年内償還予定の社債 60,000 ※1 123,000

  リース債務 49,426 169,866

  未払金 1,200,926 1,028,554

  未払法人税等 71,339 305,911

  賞与引当金 107,091 111,942

  役員賞与引当金 5,579 5,215

  ポイント引当金 97,240 105,823

  その他 235,828 182,426

  流動負債合計 11,003,615 11,105,584

 固定負債 

  社債 710,000 ※1 1,055,500

  長期借入金 ※1 4,459,647 ※1 3,840,069

  リース債務 334,375 548,604

  繰延税金負債 － 221,544

  退職給付引当金 624,908 557,484

  役員退職慰労引当金 40,009 51,819

  その他 461,854 429,596

  固定負債合計 6,630,794 6,704,618

 負債合計 17,634,409 17,810,202

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,198,310 1,198,310

  資本剰余金 1,083,637 1,083,637

  利益剰余金 9,625,169 9,675,565

  自己株式 △446,013 △446,042

  株主資本合計 11,461,103 11,511,470

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 84,461 70,113

  評価・換算差額等合計 84,461 70,113

 純資産合計 11,545,564 11,581,583

負債純資産合計 29,179,974 29,391,786
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(12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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 64,217,206 61,717,016

売上原価 ※２ 50,032,424 ※２ 48,832,936

売上総利益 14,184,781 12,884,080

販売費及び一般管理費 

 広告宣伝費 821,020 765,724

 給料及び手当 4,102,773 3,919,589

 賞与引当金繰入額 107,091 111,942

 退職給付引当金繰入額 25,473 53,714

 役員退職慰労引当金繰入額 21,510 16,290

 不動産賃借料 1,596,739 1,465,183

 その他 6,417,665 5,765,207

 販売費及び一般管理費合計 13,092,273 12,097,651

営業利益 1,092,507 786,428

営業外収益 

 受取利息 8,557 3,898

 受取配当金 11,692 10,829

 受取家賃 245,237 223,287

 受取手数料 49,735 42,477

 仕入割引 16,146 11,922

 その他 102,056 95,553

 営業外収益合計 433,427 387,969

営業外費用 

 支払利息 146,883 149,520

 不動産賃貸費用 63,549 73,013

 その他 59,607 43,009

 営業外費用合計 270,040 265,542

経常利益 1,255,894 908,855

特別利益 

 有形固定資産売却益 － ※３ 166,502

 特別利益合計 － 166,502

特別損失 

 減損損失 ※１ 220,697 ※１ 142,263

 事故補償金 31,000 －

 特別損失合計 251,697 142,263

税金等調整前当期純利益 1,004,197 933,093

法人税、住民税及び事業税 261,770 429,042

法人税等調整額 366,706 282,798

法人税等合計 628,476 711,840

当期純利益 375,720 221,252
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(12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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 64,217,206 61,717,016

売上原価 ※２ 50,032,424 ※２ 48,867,950

売上総利益 14,184,781 12,849,066

販売費及び一般管理費 

 広告宣伝費 821,020 765,724

 給料及び手当 4,102,773 3,919,589

 賞与引当金繰入額 107,091 111,942

 退職給付引当金繰入額 25,473 53,714

 役員退職慰労引当金繰入額 21,510 16,290

 不動産賃借料 1,596,739 1,465,183

 その他 6,417,665 5,765,207

 販売費及び一般管理費合計 13,092,273 12,097,651

営業利益 1,092,507 751,414

営業外収益 

 受取利息 8,557 3,898

 受取配当金 11,692 10,829

 受取家賃 245,237 223,287

 受取手数料 49,735 42,477

 仕入割引 16,146 11,922

 その他 102,056 95,553

 営業外収益合計 433,427 387,969

営業外費用 

 支払利息 146,883 149,520

 不動産賃貸費用 63,549 73,013

 その他 59,607 43,009

 営業外費用合計 270,040 265,542

経常利益 1,255,894 873,841

特別利益 

 有形固定資産売却益 － ※３ 166,502

 特別利益合計 － 166,502

特別損失 

 減損損失 ※１ 220,697 ※１ 142,263

 事故補償金 31,000 －

 特別損失合計 251,697 142,263

税金等調整前当期純利益 1,004,197 898,079

法人税、住民税及び事業税 261,770 429,042

法人税等調整額 366,706 268,883

法人税等合計 628,476 697,926

当期純利益 375,720 200,153
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 1,198,310 1,198,310

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,198,310 1,198,310

 資本剰余金 

  前期末残高 1,083,637 1,083,637

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,083,637 1,083,637

 利益剰余金 

  前期末残高 9,402,732 9,625,169

  当期変動額 

   剰余金の配当 △153,283 △149,757

   当期純利益 375,720 221,252

   当期変動額合計 222,437 71,494

  当期末残高 9,625,169 9,696,664

 自己株式 

  前期末残高 △297,173 △446,013

  当期変動額 

   自己株式の取得 △148,840 △28

   当期変動額合計 △148,840 △28

  当期末残高 △446,013 △446,042

 株主資本合計 

  前期末残高 11,387,506 11,461,103

  当期変動額 

   剰余金の配当 △153,283 △149,757

   当期純利益 375,720 221,252

   自己株式の取得 △148,840 △28

   当期変動額合計 73,596 71,466

  当期末残高 11,461,103 11,532,569
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 1,198,310 1,198,310

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,198,310 1,198,310

 資本剰余金 

  前期末残高 1,083,637 1,083,637

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,083,637 1,083,637

 利益剰余金 

  前期末残高 9,402,732 9,625,169

  当期変動額 

   剰余金の配当 △153,283 △149,757

   当期純利益 375,720 200,153

   当期変動額合計 222,437 50,395

  当期末残高 9,625,169 9,675,565

 自己株式 

  前期末残高 △297,173 △446,013

  当期変動額 

   自己株式の取得 △148,840 △28

   当期変動額合計 △148,840 △28

  当期末残高 △446,013 △446,042

 株主資本合計 

  前期末残高 11,387,506 11,461,103

  当期変動額 

   剰余金の配当 △153,283 △149,757

   当期純利益 375,720 200,153

   自己株式の取得 △148,840 △28

   当期変動額合計 73,596 50,367

  当期末残高 11,461,103 11,511,470

 

 

-15-



㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(14ページ) 

(単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 253,347 84,461

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168,885 △14,348

   当期変動額合計 △168,885 △14,348

  当期末残高 84,461 70,113

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △1,834 －

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,834 －

   当期変動額合計 1,834 －

  当期末残高 － －

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 251,512 84,461

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,051 △14,348

   当期変動額合計 △167,051 △14,348

  当期末残高 84,461 70,113

純資産合計 

 前期末残高 11,639,018 11,545,564

 当期変動額 

  剰余金の配当 △153,283 △149,757

  当期純利益 375,720 221,252

  自己株式の取得 △148,840 △28

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,051 △14,348

  当期変動額合計 △93,454 57,118

 当期末残高 11,545,564 11,602,683
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(14ページ) 

(単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 253,347 84,461

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168,885 △14,348

   当期変動額合計 △168,885 △14,348

  当期末残高 84,461 70,113

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △1,834 －

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,834 －

   当期変動額合計 1,834 －

  当期末残高 － －

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 251,512 84,461

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,051 △14,348

   当期変動額合計 △167,051 △14,348

  当期末残高 84,461 70,113

純資産合計 

 前期末残高 11,639,018 11,545,564

 当期変動額 

  剰余金の配当 △153,283 △149,757

  当期純利益 375,720 200,153

  自己株式の取得 △148,840 △28

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,051 △14,348

  当期変動額合計 △93,454 36,019

 当期末残高 11,545,564 11,581,583
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 1,004,197 933,093

 減価償却費 897,104 959,523

 減損損失 220,697 142,263

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,468 △417

 賞与引当金の増減額（△は減少） △30,570 4,851

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,974 8,582

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △125,541 △67,423

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115,670 11,810

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,888 △364

 受取利息及び受取配当金 △20,250 △14,727

 支払利息 146,883 149,520

 為替差損益（△は益） 2,249 2,329

 事故補償金 31,000 －

 有形固定資産売却損益（△は益） － △166,502

 売上債権の増減額（△は増加） △21,328 △17,071

 たな卸資産の増減額（△は増加） 85,843 △172,596

 仕入債務の増減額（△は減少） △456,790 △181,335

 未払消費税等の増減額（△は減少） △98,168 △62,102

 その他 △101,274 △74,480

 小計 1,426,936 1,454,951

 利息及び配当金の受取額 20,250 14,727

 利息の支払額 △144,977 △150,503

 法人税等の支払額 △451,975 △194,401

 事故補償金の支払額 － △31,000

 営業活動によるキャッシュ・フロー 850,233 1,093,774

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △1,387,177 △1,800,481

 有形固定資産の売却による収入 102,070 1,009,790

 有形固定資産の除却による支出 － △18,858

 投資有価証券の売却による収入 － 8,157

 貸付金の回収による収入 11,756 16,579

 敷金及び保証金の差入による支出 △19,609 △65,492

 敷金及び保証金の回収による収入 454,189 226,998

 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による
減少 

－ ※2 △1,703

 その他 △26,619 △12,912

 投資活動によるキャッシュ・フロー △865,389 △637,923
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 1,004,197 898,079

 減価償却費 897,104 959,523

 減損損失 220,697 142,263

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,468 △417

 賞与引当金の増減額（△は減少） △30,570 4,851

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,974 8,582

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △125,541 △67,423

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115,670 11,810

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,888 △364

 受取利息及び受取配当金 △20,250 △14,727

 支払利息 146,883 149,520

 為替差損益（△は益） 2,249 2,329

 事故補償金 31,000 －

 有形固定資産売却損益（△は益） － △166,502

 売上債権の増減額（△は増加） △21,328 △17,071

 たな卸資産の増減額（△は増加） 85,843 △137,582

 仕入債務の増減額（△は減少） △456,790 △181,335

 未払消費税等の増減額（△は減少） △98,168 △62,102

 その他 △101,274 △74,480

 小計 1,426,936 1,454,951

 利息及び配当金の受取額 20,250 14,727

 利息の支払額 △144,977 △150,503

 法人税等の支払額 △451,975 △194,401

 事故補償金の支払額 － △31,000

 営業活動によるキャッシュ・フロー 850,233 1,093,774

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △1,387,177 △1,800,481

 有形固定資産の売却による収入 102,070 1,009,790

 有形固定資産の除却による支出 － △18,858

 投資有価証券の売却による収入 － 8,157

 貸付金の回収による収入 11,756 16,579

 敷金及び保証金の差入による支出 △19,609 △65,492

 敷金及び保証金の回収による収入 454,189 226,998

 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による
減少 

－ ※2 △1,703

 その他 △26,619 △12,912

 投資活動によるキャッシュ・フロー △865,389 △637,923
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(32ページ) 

(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

   繰延税金資産(流動) 

 賞与引当金 43,188千円

 未払事業税 8,963千円

 商品券 35,014千円

 ポイント引当金 39,277千円

 その他 32,239千円

 小計 158,683千円

 評価性引当額 △65,843千円

 合計 92,839千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

   繰延税金資産(流動) 

 賞与引当金 45,128千円

 未払事業税 24,970千円

 商品券 17,654千円

 ポイント引当金 42,672千円

 その他 8,445千円

 小計 138,871千円

 評価性引当額  △49,782千円

 合計 89,089千円

   繰延税金資産(固定) 

 退職給付引当金 254,365千円

 役員退職慰労引当金 15,938千円

 減損損失 193,469千円

 繰越欠損金 282,642千円

 その他 42,415千円

 小計 788,832千円

 評価性引当額 △362,715千円

 合計 426,116千円
 

   繰延税金資産(固定) 

 退職給付引当金 227,045千円

 役員退職慰労引当金 20,632千円

 減損損失 158,600千円

 繰越欠損金 407,938千円

 その他 27,598千円

 小計 841,815千円

 評価性引当額 △648,884千円

繰延税金負債（固定） 

との相殺 
△92,224千円

 合計 100,706千円

   繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △55,941千円

 連結上の時価評価に伴う評 

 価差額金 
△220,673千円

 合計 △276,614千円

 繰延税金資産の純額 149,501千円
 

   繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △46,803千円

 連結上の時価評価に伴う評 

 価差額金 
△221,544千円

圧縮積立金 △45,420千円

小計 △313,769千円

繰延税金資産（固定） 

との相殺 
92,224千円

 合計 △221,544千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との重要な差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 39.7％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△1.9％

住民税均等割等 2.2％

評価性引当額 23.0％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.6％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との重要な差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 39.7％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.2％

住民税均等割等 2.4％

留保金課税 1.4％

役員賞与 0.2％

評価性引当額 30.7％

その他 1.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.3％
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(32ページ) 

(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

   繰延税金資産(流動) 

 賞与引当金 43,188千円

 未払事業税 8,963千円

 商品券 35,014千円

 ポイント引当金 39,277千円

 その他 32,239千円

 小計 158,683千円

 評価性引当額 △65,843千円

 合計 92,839千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

   繰延税金資産(流動) 

 商品 13,914千円

 賞与引当金 45,128千円

 未払事業税 24,970千円

 商品券 17,654千円

 ポイント引当金 42,672千円

 その他 8,445千円

 小計 152,786千円

 評価性引当額  △49,782千円

 合計 103,003千円

   繰延税金資産(固定) 

 退職給付引当金 254,365千円

 役員退職慰労引当金 15,938千円

 減損損失 193,469千円

 繰越欠損金 282,642千円

 その他 42,415千円

 小計 788,832千円

 評価性引当額 △362,715千円

 合計 426,116千円
 

   繰延税金資産(固定) 

 退職給付引当金 227,045千円

 役員退職慰労引当金 20,632千円

 減損損失 158,600千円

 繰越欠損金 407,938千円

 その他 27,598千円

 小計 841,815千円

 評価性引当額 △648,884千円

繰延税金負債（固定） 

との相殺 
△92,224千円

 合計 100,706千円

   繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △55,941千円

 連結上の時価評価に伴う評 

 価差額金 
△220,673千円

 合計 △276,614千円

 繰延税金資産の純額 149,501千円
 

   繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △46,803千円

 連結上の時価評価に伴う評 

 価差額金 
△221,544千円

圧縮積立金 △45,420千円

小計 △313,769千円

繰延税金資産（固定） 

との相殺 
92,224千円

 合計 △221,544千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との重要な差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 39.7％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△1.9％

住民税均等割等 2.2％

評価性引当額 23.0％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.6％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との重要な差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 39.7％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.2％

住民税均等割等 2.4％

留保金課税 1.4％

役員賞与 0.2％

評価性引当額 30.7％

その他 1.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.3％
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(40ページ) 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,156円42銭 1,162円15銭

１株当たり当期純利益 36円85銭 22円16銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在株
式がないため記載しておりません。

 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) 算定上の基礎 

   １ １株当たり純資産額  

 
前連結会計年度 

（平成21年３月31日)
当連結会計年度 

（平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
（千円） 

11,545,564 11,602,683

普通株式に係る純資産額（千円） 11,545,564 11,602,683

普通株式の発行済株式数（千株） 10,540 10,540

普通株式の自己株式数（千株） 556 556

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（千株） 

9,983 9,983

    

２ １株当たり当期純利益 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(千円) 375,720 221,252

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(千円) 375,720 221,252

期中平均株式数(千株) 10,194 9,983
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(40ページ) 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,156円42銭 1,160円03銭

１株当たり当期純利益 36円85銭 20円04銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在株
式がないため記載しておりません。

 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) 算定上の基礎 

   １ １株当たり純資産額  

 
前連結会計年度 

（平成21年３月31日)
当連結会計年度 

（平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
（千円） 

11,545,564 11,581,583

普通株式に係る純資産額（千円） 11,545,564 11,581,583

普通株式の発行済株式数（千株） 10,540 10,540

普通株式の自己株式数（千株） 556 556

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（千株） 

9,983 9,983

    

２ １株当たり当期純利益 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(千円) 375,720 200,153

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(千円) 375,720 200,153

期中平均株式数(千株) 10,194 9,983
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(42ページ) 

5.【個別財務諸表】 

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 503,222 493,545

  売掛金 287,091 300,545

  商品 4,462,641 4,647,860

  貯蔵品 34,492 58,471

  前渡金 5,238 17,152

  前払費用 54,608 34,588

  繰延税金資産 90,675 87,011

  関係会社短期貸付金 496,020 1,108,151

  その他 264,328 339,491

  貸倒引当金 △272 △328

  流動資産合計 6,198,047 7,086,488

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 ※１ 10,432,290 ※１ 11,756,254

    減価償却累計額 △5,425,098 △5,805,044

    建物（純額） 5,007,192 5,951,210

   構築物 1,711,027 1,835,788

    減価償却累計額 △1,339,832 △1,388,642

    構築物（純額） 371,194 447,145

   機械及び装置 130,968 131,609

    減価償却累計額 △114,499 △118,041

    機械及び装置（純額） 16,469 13,568

   車両運搬具 26,245 27,447

    減価償却累計額 △25,080 △25,877

    車両運搬具（純額） 1,164 1,570

   工具、器具及び備品 136,194 134,803

    減価償却累計額 △100,253 △106,020

    工具、器具及び備品（純額） 35,941 28,783

   土地 ※１ 5,785,684 ※１ 5,035,881

   リース資産 3,761 250,756

    減価償却累計額 △752 △22,813

    リース資産（純額） 3,009 227,942

   建設仮勘定 54,610 300

   有形固定資産合計 11,275,265 11,706,402

  無形固定資産 

   借地権 378,181 400,772

   ソフトウエア 40,472 56,281

   電話加入権 21,206 21,206

   水道施設利用権 1,630 2,648

   リース資産 351,087 311,294

   その他 9,165 －

   無形固定資産合計 801,743 792,203
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(42ページ) 

5.【個別財務諸表】 

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 503,222 493,545

  売掛金 287,091 300,545

  商品 4,462,641 4,612,846

  貯蔵品 34,492 58,471

  前渡金 5,238 17,152

  前払費用 54,608 34,588

  繰延税金資産 90,675 100,925

  関係会社短期貸付金 496,020 1,108,151

  その他 264,328 339,491

  貸倒引当金 △272 △328

  流動資産合計 6,198,047 7,065,389

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 ※１ 10,432,290 ※１ 11,756,254

    減価償却累計額 △5,425,098 △5,805,044

    建物（純額） 5,007,192 5,951,210

   構築物 1,711,027 1,835,788

    減価償却累計額 △1,339,832 △1,388,642

    構築物（純額） 371,194 447,145

   機械及び装置 130,968 131,609

    減価償却累計額 △114,499 △118,041

    機械及び装置（純額） 16,469 13,568

   車両運搬具 26,245 27,447

    減価償却累計額 △25,080 △25,877

    車両運搬具（純額） 1,164 1,570

   工具、器具及び備品 136,194 134,803

    減価償却累計額 △100,253 △106,020

    工具、器具及び備品（純額） 35,941 28,783

   土地 ※１ 5,785,684 ※１ 5,035,881

   リース資産 3,761 250,756

    減価償却累計額 △752 △22,813

    リース資産（純額） 3,009 227,942

   建設仮勘定 54,610 300

   有形固定資産合計 11,275,265 11,706,402

  無形固定資産 

   借地権 378,181 400,772

   ソフトウエア 40,472 56,281

   電話加入権 21,206 21,206

   水道施設利用権 1,630 2,648

   リース資産 351,087 311,294

   その他 9,165 －

   無形固定資産合計 801,743 792,203
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(43ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 861,457 ※１ 813,364

   関係会社株式 567,617 557,617

   長期貸付金 71,143 60,860

   関係会社長期貸付金 3,221,039 2,819,887

   長期前払費用 21,088 10,402

   繰延税金資産 160,725 100,403

   敷金及び保証金 2,277,331 2,182,467

   その他 16,689 19,382

   貸倒引当金 △51,576 △892

   投資その他の資産合計 7,145,516 6,563,491

  固定資産合計 19,222,525 19,062,097

 資産合計 25,420,572 26,148,585

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 440,020 209,198

  買掛金 3,221,816 3,529,274

  短期借入金 ※１ 1,590,000 ※１ 1,940,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※3 2,100,717 ※1 1,628,713

  1年内償還予定の社債 60,000 ※１ 123,000

  リース債務 49,426 142,835

  未払金 934,252 894,336

  未払法人税等 45,000 281,525

  未払消費税等 10,702 －

  未払費用 6,463 5,549

  前受金 13,063 10,704

  預り金 44,561 37,384

  賞与引当金 61,369 65,402

  役員賞与引当金 5,579 5,215

  ポイント引当金 51,269 61,008

  その他 94,584 81,989

  流動負債合計 8,728,828 9,016,135

 固定負債 

  社債 710,000 ※１ 1,055,500

  長期借入金 ※１ 3,808,247 ※１ 3,387,869

  リース債務 327,894 429,746

  退職給付引当金 163,723 149,638

  役員退職慰労引当金 37,160 48,970

  長期預り敷金保証金 368,320 295,725

  その他 17,416 9,377

  固定負債合計 5,432,763 5,376,827

 負債合計 14,161,591 14,392,963
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(43ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 861,457 ※１ 813,364

   関係会社株式 567,617 557,617

   長期貸付金 71,143 60,860

   関係会社長期貸付金 3,221,039 2,819,887

   長期前払費用 21,088 10,402

   繰延税金資産 160,725 100,403

   敷金及び保証金 2,277,331 2,182,467

   その他 16,689 19,382

   貸倒引当金 △51,576 △892

   投資その他の資産合計 7,145,516 6,563,491

  固定資産合計 19,222,525 19,062,097

 資産合計 25,420,572 26,127,486

負債の部 

 流動負債 

  支払手形 440,020 209,198

  買掛金 3,221,816 3,529,274

  短期借入金 ※１ 1,590,000 ※１ 1,940,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※3 2,100,717 ※1 1,628,713

  1年内償還予定の社債 60,000 ※１ 123,000

  リース債務 49,426 142,835

  未払金 934,252 894,336

  未払法人税等 45,000 281,525

  未払消費税等 10,702 －

  未払費用 6,463 5,549

  前受金 13,063 10,704

  預り金 44,561 37,384

  賞与引当金 61,369 65,402

  役員賞与引当金 5,579 5,215

  ポイント引当金 51,269 61,008

  その他 94,584 81,989

  流動負債合計 8,728,828 9,016,135

 固定負債 

  社債 710,000 ※１ 1,055,500

  長期借入金 ※１ 3,808,247 ※１ 3,387,869

  リース債務 327,894 429,746

  退職給付引当金 163,723 149,638

  役員退職慰労引当金 37,160 48,970

  長期預り敷金保証金 368,320 295,725

  その他 17,416 9,377

  固定負債合計 5,432,763 5,376,827

 負債合計 14,161,591 14,392,963
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(44ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,198,310 1,198,310

  資本剰余金 

   資本準備金 1,076,340 1,076,340

   資本剰余金合計 1,076,340 1,076,340

  利益剰余金 

   利益準備金 195,121 195,121

   その他利益剰余金 

    圧縮積立金 － 68,873

    別途積立金 8,265,000 8,265,000

    繰越利益剰余金 885,761 1,327,905

   利益剰余金合計 9,345,883 9,856,901

  自己株式 △446,013 △446,042

  株主資本合計 11,174,519 11,685,509

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 84,461 70,113

  評価・換算差額等合計 84,461 70,113

 純資産合計 11,258,981 11,755,622

負債純資産合計 25,420,572 26,148,585
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(44ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,198,310 1,198,310

  資本剰余金 

   資本準備金 1,076,340 1,076,340

   資本剰余金合計 1,076,340 1,076,340

  利益剰余金 

   利益準備金 195,121 195,121

   その他利益剰余金 

    圧縮積立金 － 68,873

    別途積立金 8,265,000 8,265,000

    繰越利益剰余金 885,761 1,306,806

   利益剰余金合計 9,345,883 9,835,801

  自己株式 △446,013 △446,042

  株主資本合計 11,174,519 11,664,409

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 84,461 70,113

  評価・換算差額等合計 84,461 70,113

 純資産合計 11,258,981 11,734,523

負債純資産合計 25,420,572 26,127,486
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(45ページ) 

(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 41,360,379 42,161,874

売上原価 

 商品期首たな卸高 4,577,523 4,462,641

 当期商品仕入高 32,601,339 33,755,184

 合計 37,178,863 38,217,825

 他勘定振替高 ※４ 27,926 －

 商品期末たな卸高 ※３ 4,462,641 ※３ 4,647,860

 売上原価合計 32,688,295 33,569,965

売上総利益 8,672,083 8,591,909

販売費及び一般管理費 

 広告宣伝費 640,694 628,776

 給料及び手当 2,264,374 2,316,565

 賞与 246,845 202,939

 賞与引当金繰入額 61,369 65,402

 退職給付引当金繰入額 △11,812 26,210

 役員退職慰労引当金繰入額 21,510 16,290

 法定福利費 233,311 247,242

 水道光熱費 596,446 490,757

 不動産賃借料 981,259 975,042

 機器賃借料 280,617 296,569

 減価償却費 515,879 602,819

 その他 1,909,364 1,933,434

 販売費及び一般管理費合計 7,739,859 7,802,051

営業利益 932,223 789,857

営業外収益 

 受取利息 ※２ 75,459 ※２ 68,545

 受取配当金 ※２ 55,355 ※２ 84,477

 受取家賃 177,043 152,458

 受取手数料 40,526 38,600

 仕入割引 7,445 6,418

 その他 115,538 82,294

 営業外収益合計 471,369 432,795

営業外費用 

 支払利息 125,821 117,483

 社債利息 9,525 13,632

 不動産賃貸費用 50,368 43,825

 貸倒引当金繰入額 45,207 －

 その他 56,307 48,876

 営業外費用合計 287,230 223,818

経常利益 1,116,362 998,835
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(45ページ) 

(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 41,360,379 42,161,874

売上原価 

 商品期首たな卸高 4,577,523 4,462,641

 当期商品仕入高 32,601,339 33,755,184

 合計 37,178,863 38,217,825

 他勘定振替高 ※４ 27,926 －

 商品期末たな卸高 ※３ 4,462,641 ※３ 4,612,846

 売上原価合計 32,688,295 33,604,979

売上総利益 8,672,083 8,556,895

販売費及び一般管理費 

 広告宣伝費 640,694 628,776

 給料及び手当 2,264,374 2,316,565

 賞与 246,845 202,939

 賞与引当金繰入額 61,369 65,402

 退職給付引当金繰入額 △11,812 26,210

 役員退職慰労引当金繰入額 21,510 16,290

 法定福利費 233,311 247,242

 水道光熱費 596,446 490,757

 不動産賃借料 981,259 975,042

 機器賃借料 280,617 296,569

 減価償却費 515,879 602,819

 その他 1,909,364 1,933,434

 販売費及び一般管理費合計 7,739,859 7,802,051

営業利益 932,223 754,843

営業外収益 

 受取利息 ※２ 75,459 ※２ 68,545

 受取配当金 ※２ 55,355 ※２ 84,477

 受取家賃 177,043 152,458

 受取手数料 40,526 38,600

 仕入割引 7,445 6,418

 その他 115,538 82,294

 営業外収益合計 471,369 432,795

営業外費用 

 支払利息 125,821 117,483

 社債利息 9,525 13,632

 不動産賃貸費用 50,368 43,825

 貸倒引当金繰入額 45,207 －

 その他 56,307 48,876

 営業外費用合計 287,230 223,818

経常利益 1,116,362 963,821
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(46ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益 

 有形固定資産売却益 － ※５ 166,502

 特別利益合計 － 166,502

特別損失 

 減損損失 ※１ 105,879 ※１ 49,037

 特別損失合計 105,879 49,037

税引前当期純利益 1,010,482 1,116,299

法人税、住民税及び事業税 215,385 382,830

法人税等調整額 205,637 72,693

法人税等合計 421,022 455,524

当期純利益 589,460 660,775
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(46ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益 

 有形固定資産売却益 － ※５ 166,502

 特別利益合計 － 166,502

特別損失 

 減損損失 ※１ 105,879 ※１ 49,037

 特別損失合計 105,879 49,037

税引前当期純利益 1,010,482 1,081,285

法人税、住民税及び事業税 215,385 382,830

法人税等調整額 205,637 58,779

法人税等合計 421,022 441,609

当期純利益 589,460 639,676
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(47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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 1,198,310 1,198,310

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,198,310 1,198,310

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 1,076,340 1,076,340

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 1,076,340 1,076,340

  資本剰余金合計 

   前期末残高 1,076,340 1,076,340

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 1,076,340 1,076,340

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 195,121 195,121

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 195,121 195,121

  その他利益剰余金 

   圧縮積立金 

    前期末残高 － －

    当期変動額 

     圧縮積立金の積立 － 68,873

     当期変動額合計 － 68,873

    当期末残高 － 68,873

   別途積立金 

    前期末残高 8,265,000 8,265,000

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 8,265,000 8,265,000

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 449,584 885,761

    当期変動額 

     剰余金の配当 △153,283 △149,757

     当期純利益 589,460 660,775

     圧縮積立金の積立 － △68,873

     当期変動額合計 436,177 442,144

    当期末残高 885,761 1,327,905

 
  

-34-



㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(47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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 1,198,310 1,198,310

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 1,198,310 1,198,310

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 1,076,340 1,076,340

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 1,076,340 1,076,340

  資本剰余金合計 

   前期末残高 1,076,340 1,076,340

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 1,076,340 1,076,340

 利益剰余金 

  利益準備金 

   前期末残高 195,121 195,121

   当期変動額 

    当期変動額合計 － －

   当期末残高 195,121 195,121

  その他利益剰余金 

   圧縮積立金 

    前期末残高 － －

    当期変動額 

     圧縮積立金の積立 － 68,873

     当期変動額合計 － 68,873

    当期末残高 － 68,873

   別途積立金 

    前期末残高 8,265,000 8,265,000

    当期変動額 

     当期変動額合計 － －

    当期末残高 8,265,000 8,265,000

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 449,584 885,761

    当期変動額 

     剰余金の配当 △153,283 △149,757

     当期純利益 589,460 639,676

     圧縮積立金の積立 － △68,873

     当期変動額合計 436,177 421,045

    当期末残高 885,761 1,306,806
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(48ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  利益剰余金合計 

   前期末残高 8,909,706 9,345,883

   当期変動額 

    剰余金の配当 △153,283 △149,757

    当期純利益 589,460 660,775

    圧縮積立金の積立 － －

    当期変動額合計 436,177 511,017

   当期末残高 9,345,883 9,856,901

 自己株式 

  前期末残高 △297,173 △446,013

  当期変動額 

   自己株式の取得 △148,840 △28

   当期変動額合計 △148,840 △28

  当期末残高 △446,013 △446,042

 株主資本合計 

  前期末残高 10,887,182 11,174,519

  当期変動額 

   剰余金の配当 △153,283 △149,757

   当期純利益 589,460 660,775

   自己株式の取得 △148,840 △28

   当期変動額合計 287,336 510,989

  当期末残高 11,174,519 11,685,509

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 253,347 84,461

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168,885 △14,348

   当期変動額合計 △168,885 △14,348

  当期末残高 84,461 70,113

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △1,834 －

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,834 －

   当期変動額合計 1,834 －

  当期末残高 － －

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 251,512 84,461

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,051 △14,348

   当期変動額合計 △167,051 △14,348

  当期末残高 84,461 70,113
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(48ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  利益剰余金合計 

   前期末残高 8,909,706 9,345,883

   当期変動額 

    剰余金の配当 △153,283 △149,757

    当期純利益 589,460 639,676

    圧縮積立金の積立 － －

    当期変動額合計 436,177 489,918

   当期末残高 9,345,883 9,835,801

 自己株式 

  前期末残高 △297,173 △446,013

  当期変動額 

   自己株式の取得 △148,840 △28

   当期変動額合計 △148,840 △28

  当期末残高 △446,013 △446,042

 株主資本合計 

  前期末残高 10,887,182 11,174,519

  当期変動額 

   剰余金の配当 △153,283 △149,757

   当期純利益 589,460 639,676

   自己株式の取得 △148,840 △28

   当期変動額合計 287,336 489,890

  当期末残高 11,174,519 11,664,409

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 253,347 84,461

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168,885 △14,348

   当期変動額合計 △168,885 △14,348

  当期末残高 84,461 70,113

 繰延ヘッジ損益 

  前期末残高 △1,834 －

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,834 －

   当期変動額合計 1,834 －

  当期末残高 － －

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 251,512 84,461

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,051 △14,348

   当期変動額合計 △167,051 △14,348

  当期末残高 84,461 70,113
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(49ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計 

 前期末残高 11,138,695 11,258,981

 当期変動額 

  剰余金の配当 △153,283 △149,757

  当期純利益 589,460 660,775

  自己株式の取得 △148,840 △28

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,051 △14,348

  当期変動額合計 120,285 496,641

 当期末残高 11,258,981 11,755,622
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(49ページ) 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計 

 前期末残高 11,138,695 11,258,981

 当期変動額 

  剰余金の配当 △153,283 △149,757

  当期純利益 589,460 639,676

  自己株式の取得 △148,840 △28

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,051 △14,348

  当期変動額合計 120,285 475,542

 当期末残高 11,258,981 11,734,523
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(60ページ) 

(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産(流動) 

賞与引当金 24,388千円

未払事業税 6,810千円

商品券 20,902千円

ポイント引当金 20,374千円

未払事業所税 5,643千円

その他 12,557千円

合計 90,675千円

 
繰延税金資産(固定) 

退職給付引当金 65,063千円

役員退職慰労引当金 14,767千円

減損損失 135,615千円

一括償却資産 2,549千円

投資有価証券評価損 2,895千円

その他 31,622千円

小計 252,512千円

評価性引当額 △35,846千円

合計 216,666千円

繰延税金負債(固定) 

その他有価証券 
評価差額金 

△55,941千円

合計 △55,941千円

繰延税金資産の純額 160,725千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産(流動) 

賞与引当金 25,990千円

未払事業税 22,946千円

商品券 5,852千円

ポイント引当金 24,244千円

未払事業所税 5,643千円

その他 2,333千円

合計 87,011千円

  
繰延税金資産(固定) 

退職給付引当金 59,480千円

役員退職慰労引当金 19,460千円

減損損失 110,963千円

一括償却資産 2,833千円

投資有価証券評価損 8,870千円

その他 15,058千円

小計 216,667千円

評価性引当額 △24,040千円

合計 192,627千円

繰延税金負債(固定) 

その他有価証券 
評価差額金 

△46,803千円

圧縮積立金 △45,420千円

合計 △92,224千円

繰延税金資産の純額 100,403千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 39.7％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

0.3％

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目 

△1.9％

 住民税均等割等 2.0％

 評価性引当額 1.7％

 その他 0.0％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

41.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 39.7％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

0.1％

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目 

△2.8％

 住民税均等割等 1.8％

 評価性引当額 △1.4％

 その他 3.4％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

40.8％
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(60ページ) 

(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産(流動) 

賞与引当金 24,388千円

未払事業税 6,810千円

商品券 20,902千円

ポイント引当金 20,374千円

未払事業所税 5,643千円

その他 12,557千円

合計 90,675千円

 
繰延税金資産(固定) 

退職給付引当金 65,063千円

役員退職慰労引当金 14,767千円

減損損失 135,615千円

一括償却資産 2,549千円

投資有価証券評価損 2,895千円

その他 31,622千円

小計 252,512千円

評価性引当額 △35,846千円

合計 216,666千円

繰延税金負債(固定) 

その他有価証券 
評価差額金 

△55,941千円

合計 △55,941千円

繰延税金資産の純額 160,725千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産(流動) 

商品 13,914千円

賞与引当金 25,990千円

未払事業税 22,946千円

商品券 5,852千円

ポイント引当金 24,244千円

未払事業所税 5,643千円

その他 2,333千円

合計 100,925千円

  
繰延税金資産(固定) 

退職給付引当金 59,480千円

役員退職慰労引当金 19,460千円

減損損失 110,963千円

一括償却資産 2,833千円

投資有価証券評価損 8,870千円

その他 15,058千円

小計 216,667千円

評価性引当額 △24,040千円

合計 192,627千円

繰延税金負債(固定) 

その他有価証券 
評価差額金 

△46,803千円

圧縮積立金 △45,420千円

合計 △92,224千円

繰延税金資産の純額 100,403千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 39.7％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

0.3％

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目 

△1.9％

 住民税均等割等 2.0％

 評価性引当額 1.7％

 その他 0.0％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

41.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 39.7％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 

0.1％

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目 

△2.8％

 住民税均等割等 1.8％

 評価性引当額 △1.4％

 その他 3.4％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

40.8％
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正前】(62ページ) 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,127円71銭 1,177円47銭 

１株当たり当期純利益 57円81銭 66円18銭 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

 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) 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額   

 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 11,258,981 11,755,622

 

普通株式に係る純資産額(千円) 11,258,981 11,755,622

 

普通株式の発行済株式数(千株) 10,540 10,540

 

普通株式の自己株式数(千株) 556 556

 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数(千株) 

9,983 9,983

 

２. １株当たり当期純利益 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(千円) 589,460 660,775

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(千円) 589,460 660,775

期中平均株式数(千株) 10,194 9,983
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㈱マキヤ(9890) 平成22年３月期決算短信 

【訂正後】(62ページ) 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,127円71銭 1,175円35銭 

１株当たり当期純利益 57円81銭 64円07銭 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

 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) 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額   

 

 
前事業年度 

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 11,258,981 11,734,523

 

普通株式に係る純資産額(千円) 11,258,981 11,734,523

 

普通株式の発行済株式数(千株) 10,540 10,540

 

普通株式の自己株式数(千株) 556 556

 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数(千株) 

9,983 9,983

 

２. １株当たり当期純利益 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(千円) 589,460 639,676

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(千円) 589,460 639,676

期中平均株式数(千株) 10,194 9,983
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