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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2020年６月25日に提出いたしました第49期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部について訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもの

であります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

①　連結貸借対照表

④　連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（有価証券関係）

３．連結会計年度中に売却したその他有価証券

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,845 5,642

売掛金 1,002 900

たな卸資産 ※２ 368 ※２ 336

その他 712 697

流動資産合計 6,928 7,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,192 24,268

減価償却累計額 △20,059 △17,261

建物及び構築物（純額） 9,133 7,007

土地 2,947 2,786

リース資産 3,304 2,495

減価償却累計額 △1,899 △1,451

リース資産（純額） 1,405 1,044

建設仮勘定 1 －

その他 3,175 2,497

減価償却累計額 △2,603 △2,157

その他（純額） 572 339

有形固定資産合計 14,058 11,178

無形固定資産   

のれん 481 0

その他 77 86

無形固定資産合計 558 86

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 300 ※１ 276

敷金及び保証金 6,027 5,155

繰延税金資産 1,409 1,938

その他 196 120

貸倒引当金 △27 △26

投資その他の資産合計 7,907 7,464

固定資産合計 22,524 18,730

資産合計 29,453 26,306
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,065 2,463

1年内返済予定の長期借入金 1,436 1,414

リース債務 735 616

未払金 2,533 1,883

未払法人税等 425 11

資産除去債務 7 420

賞与引当金 0 134

販売促進引当金 553 583

店舗閉鎖損失引当金 2 436

その他 285 623

流動負債合計 9,044 8,588

固定負債   

長期借入金 2,544 2,559

預り保証金 62 56

リース債務 1,105 1,013

資産除去債務 1,234 1,313

その他 76 17

固定負債合計 5,023 4,961

負債合計 14,067 13,549

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,073 4,073

資本剰余金 7,116 7,116

利益剰余金 4,417 1,764

自己株式 △190 △191

株主資本合計 15,416 12,763

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △31 △6

その他の包括利益累計額合計 △31 △6

純資産合計 15,385 12,756

負債純資産合計 29,453 26,306
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,845 5,642

売掛金 1,002 900

たな卸資産 ※２ 368 ※２ 336

その他 712 697

流動資産合計 6,928 7,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,192 24,268

減価償却累計額 △20,059 △17,261

建物及び構築物（純額） 9,133 7,007

土地 2,947 2,786

リース資産 3,304 2,495

減価償却累計額 △1,899 △1,451

リース資産（純額） 1,405 1,044

建設仮勘定 1 －

その他 3,175 2,497

減価償却累計額 △2,603 △2,157

その他（純額） 572 339

有形固定資産合計 14,058 11,178

無形固定資産   

のれん 481 0

その他 77 86

無形固定資産合計 558 86

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 300 ※１ 276

敷金及び保証金 6,027 5,155

繰延税金資産 1,409 1,938

その他 196 120

貸倒引当金 △27 △26

投資その他の資産合計 7,907 7,464

固定資産合計 22,524 18,730

資産合計 29,453 26,306
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,065 2,463

1年内返済予定の長期借入金 1,436 1,414

リース債務 735 616

未払金 2,533 1,888

未払法人税等 425 11

資産除去債務 7 420

賞与引当金 0 134

販売促進引当金 553 583

店舗閉鎖損失引当金 2 436

その他 285 619

流動負債合計 9,044 8,588

固定負債   

長期借入金 2,544 2,559

預り保証金 62 56

リース債務 1,105 1,013

資産除去債務 1,234 1,313

その他 76 17

固定負債合計 5,023 4,961

負債合計 14,067 13,549

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,073 4,073

資本剰余金 7,116 7,116

利益剰余金 4,417 1,764

自己株式 △190 △191

株主資本合計 15,416 12,763

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △31 △6

その他の包括利益累計額合計 △31 △6

純資産合計 15,385 12,756

負債純資産合計 29,453 26,306
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

当連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020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又は税金等調整前当期純

損失（△）
314 △2,591

減価償却費 1,920 1,746

のれん償却額 119 119

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △0

販売促進引当金の増減額（△は減少） 24 30

受取利息及び受取配当金 △33 △48

支払利息 87 78

固定資産売却損益（△は益） △8 △15

固定資産除却損 84 57

賃貸借契約解約損 49 －

災害損失 41 7

減損損失 1,244 3,204

投資有価証券評価損益（△は益） － 57

関係会社株式売却損益（△は益） － 90

受取補償金 △97 △106

売上債権の増減額（△は増加） △87 60

たな卸資産の増減額（△は増加） 45 △1

仕入債務の増減額（△は減少） △53 △559

未払消費税等の増減額（△は減少） △147 259

その他 △216 81

小計 3,287 2,470

利息及び配当金の受取額 12 13

利息の支払額 △87 △80

補償金の受取額 97 106

災害損失の支払額 △27 △3

法人税等の支払額 △1,411 △685

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,872 1,821

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 △1,213 △1,213

有形固定資産の売却による収入 135 147

投資有価証券の売却による収入 － 3

敷金及び保証金の差入による支出 △126 △262

敷金及び保証金の回収による収入 270 589

預り保証金の返還による支出 △5 △5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入
－ ※３ 974

その他 △46 △68

投資活動によるキャッシュ・フロー △986 166

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △787 △746

長期借入れによる収入 1,240 1,430

長期借入金の返済による支出 △1,804 △1,436

配当金の支払額 △435 △437

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,788 △1,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △902 797

現金及び現金同等物の期首残高 5,747 4,845

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,845 ※１ 5,642
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

当連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020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又は税金等調整前当期純

損失（△）
314 △2,591

減価償却費 1,920 1,746

のれん償却額 119 119

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △0

販売促進引当金の増減額（△は減少） 24 30

受取利息及び受取配当金 △33 △48

支払利息 87 78

固定資産売却損益（△は益） △8 △15

固定資産除却損 84 57

賃貸借契約解約損 49 2

災害損失 41 7

減損損失 1,244 3,204

投資有価証券評価損益（△は益） － 57

関係会社株式売却損益（△は益） － 90

受取補償金 △97 △106

売上債権の増減額（△は増加） △87 60

たな卸資産の増減額（△は増加） 45 △1

仕入債務の増減額（△は減少） △53 △559

未払消費税等の増減額（△は減少） △147 259

その他 △216 79

小計 3,287 2,470

利息及び配当金の受取額 12 13

利息の支払額 △87 △80

補償金の受取額 97 106

災害損失の支払額 △27 △3

法人税等の支払額 △1,411 △685

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,872 1,821

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 △1,213 △1,213

有形固定資産の売却による収入 135 147

投資有価証券の売却による収入 － 5

敷金及び保証金の差入による支出 △126 △262

敷金及び保証金の回収による収入 270 589

預り保証金の返還による支出 △5 △5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入
－ ※３ 974

その他 △46 △70

投資活動によるキャッシュ・フロー △986 166

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △787 △746

長期借入れによる収入 1,240 1,430

長期借入金の返済による支出 △1,804 △1,436

配当金の支払額 △435 △437

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,788 △1,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △902 797

現金及び現金同等物の期首残高 5,747 4,845

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,845 ※１ 5,642
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【注記事項】

（有価証券関係）

３．連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　（訂正前）

前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 3 2 －

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 3 2 －

 

　　（訂正後）

前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 5 2 －

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 5 2 －
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