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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成24年５月28日に提出いたしました第７期（自　平成23年３月１日　至　平成24年２月29日）有価証券報告書の記載事

項の一部に誤りがありましたので、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。

　なお、財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所につきましてはＸＢＲＬの修正も行いましたので、併せて修正後のＸＢＲＬ

形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

(2）提出会社の経営指標等

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

⑤　株式の保有状況

第５　経理の状況

２　財務諸表等

(1）財務諸表

①　貸借対照表

③　株主資本等変動計算書

注記事項

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

（１株当たり情報）

(2）主な資産及び負債の内容

ハ　関係会社株式

 

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１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(2）提出会社の経営指標等

　　（訂正前）

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期

決算年月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月 平成24年２月

（中略）      

純資産額 (百万円) 1,565,344 1,380,214 1,394,977 1,364,914 1,386,624

総資産額 (百万円) 1,768,915 1,754,152 1,770,301 1,850,473 1,884,912

１株当たり純資産額 (円) 1,636.77 1,527.29 1,543.31 1,543.99 1,568.28

（後略）      

　（注）　（省略）

 

　　（訂正後）

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期

決算年月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月 平成24年２月

（中略）      

純資産額 (百万円) 1,565,344 1,380,214 1,394,745 1,365,140 1,386,816

総資産額 (百万円) 1,768,915 1,754,152 1,770,069 1,850,700 1,885,163

１株当たり純資産額 (円) 1,636.77 1,527.29 1,543.05 1,544.24 1,568.50

（後略）      

　（注）　（省略）

 

EDINET提出書類

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(E03462)

訂正有価証券報告書

 3/13



第４【提出会社の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

⑤　株式の保有状況

（中略）

　　（訂正前）

Ⅰ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ⅰ　銘柄数：８銘柄

ⅱ　貸借対照表計上額の合計：14,247百万円

Ⅱ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

株式会社アインファーマシーズ 1,240,000 3,542 業務提携に伴い保有

株式会社クレディセゾン 2,050,000 3,269 業務提携に伴い保有

ぴあ株式会社 1,409,400 1,275 業務提携に伴い保有

株式会社東京放送ホールディングス 804,000 947
事業上の関係の維持・強化のた
め保有

第一生命保険株式会社 1,561 229
金融取引における関係の維持・
強化のため保有

 

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

株式会社アインファーマシーズ 1,240,000 4,557 業務提携に伴い保有

株式会社クレディセゾン 2,050,000 3,325 業務提携に伴い保有

ぴあ株式会社 1,409,400 1,250 業務提携に伴い保有

株式会社東京放送ホールディングス 804,000 924
事業上の関係の維持・強化のた
め保有

第一生命保険株式会社 1,561 166
金融取引における関係の維持・
強化のため保有

　　（後略）
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　　（訂正後）

Ⅰ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ⅰ　銘柄数：６銘柄

ⅱ　貸借対照表計上額の合計：13,063百万円

Ⅱ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

株式会社アインファーマシーズ 1,240,000 3,542 業務提携に伴い保有

株式会社クレディセゾン 2,050,000 3,269 業務提携に伴い保有

株式会社東京放送ホールディングス 804,000 947
事業上の関係の維持・強化のた
め保有

第一生命保険株式会社 1,561 229
金融取引における関係の維持・
強化のため保有

 

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

株式会社アインファーマシーズ 1,240,000 4,557 業務提携に伴い保有

株式会社クレディセゾン 2,050,000 3,325 業務提携に伴い保有

株式会社東京放送ホールディングス 804,000 924
事業上の関係の維持・強化のた
め保有

第一生命保険株式会社 1,561 166
金融取引における関係の維持・
強化のため保有

　　（後略）
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第５【経理の状況】

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（平成23年２月28日）
当事業年度

（平成24年２月29日）

資産の部   

（中略）   

固定資産   

（中略）   

投資その他の資産   

投資有価証券 13,379 14,337

関係会社株式 1,688,901 1,729,312

（中略）   

投資その他の資産合計 1,814,670 1,856,005

固定資産合計 1,818,796 1,863,693

資産合計 1,850,473 1,884,912

（中略）   

負債の部   

（中略）   

固定負債   

（中略）   

繰延税金負債 － 514

長期預り金 1,701 1,700

固定負債合計 212,699 213,484

負債合計 485,559 498,287

純資産の部   

（中略）   

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,117 1,583

評価・換算差額等合計 1,117 1,583

新株予約権 826 1,001

純資産合計 1,364,914 1,386,624

負債純資産合計 1,850,473 1,884,912
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（平成23年２月28日）
当事業年度

（平成24年２月29日）

資産の部   

（中略）   

固定資産   

（中略）   

投資その他の資産   

投資有価証券 12,079 13,063

関係会社株式 1,690,427 1,730,838

（中略）   

投資その他の資産合計 1,814,896 1,856,257

固定資産合計 1,819,022 1,863,945

資産合計 1,850,700 1,885,163

（中略）   

負債の部   

（中略）   

固定負債   

（中略）   

繰延税金負債 － 574

長期預り金 1,701 1,700

固定負債合計 212,699 213,543

負債合計 485,559 498,347

純資産の部   

（中略）   

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,343 1,774

評価・換算差額等合計 1,343 1,774

新株予約権 826 1,001

純資産合計 1,365,140 1,386,816

負債純資産合計 1,850,700 1,885,163
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③【株主資本等変動計算書】

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

当事業年度
（自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日）

（前略）   

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 992 1,117

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 124 465

当期変動額合計 124 465

当期末残高 1,117 1,583

評価・換算差額等合計   

前期末残高 992 1,117

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 124 465

当期変動額合計 124 465

当期末残高 1,117 1,583

   

（中略）   

純資産合計   

前期末残高 1,394,977 1,364,914

当期変動額   

（中略）   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 318 641

当期変動額合計 △30,063 21,710

当期末残高 1,364,914 1,386,624
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

当事業年度
（自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日）

（前略）   

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 760 1,343

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 582 431

当期変動額合計 582 431

当期末残高 1,343 1,774

評価・換算差額等合計   

前期末残高 760 1,343

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 582 431

当期変動額合計 582 431

当期末残高 1,343 1,774

   

（中略）   

純資産合計   

前期末残高 1,394,745 1,365,140

当期変動額   

（中略）   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 776 607

当期変動額合計 △29,605 21,676

当期末残高 1,365,140 1,386,816
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【注記事項】

（有価証券関係）

　　（訂正前）

前事業年度（平成23年２月28日現在）

　子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式1,686,266百万円、関連会社株式2,635百万円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

（追加情報）

　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）および「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。

 

当事業年度（平成24年２月29日現在）

　子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式1,724,766百万円、関連会社株式4,546百万円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

　　（訂正後）

前事業年度（平成23年２月28日）

子会社株式および関連会社株式

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 1,501 1,275 △226

合計 1,501 1,275 △226

　（注）　時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式および関連会社株式の貸借対照表計上額

区分
貸借対照表計上額

（百万円）

子会社株式 1,686,266

関連会社株式 2,659

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株

式および関連会社株式」には含めておりません。

 

（追加情報）

　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）および「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。
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当事業年度（平成24年２月29日）

子会社株式および関連会社株式

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 1,501 1,250 △251

合計 1,501 1,250 △251

　（注）　時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式および関連会社株式の貸借対照表計上額

区分
貸借対照表計上額

（百万円）

子会社株式 1,724,766

関連会社株式 4,570

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株

式および関連会社株式」には含めておりません。

 

（税効果会計関係）

　　（訂正前）

前事業年度
（平成23年２月28日）

当事業年度
（平成24年２月29日）

１　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

 （中略）

（後略）

 
 （百万円）

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △22

その他有価証券評価差額金 △491

繰延税金負債合計 △514

繰延税金資産の純額 4,098
　

 （後略）

 

　　（訂正後）

前事業年度
（平成23年２月28日）

当事業年度
（平成24年２月29日）

１　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

 （中略）

（後略）

 
 （百万円）

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △22

その他有価証券評価差額金 △551

繰延税金負債合計 △574

繰延税金資産の純額 4,038
　

 （後略）
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（１株当たり情報）

　　（訂正前）

 
前事業年度

（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

当事業年度
（自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日）

１株当たり純資産額 1,543.99円 1,568.28円

１株当たり当期純利益金額 75.38円 81.73円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 75.35円 81.69円

　（注）１　１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

（中略）

２　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23年２月28日）
当事業年度末

（平成24年２月29日）

純資産の部の合計額（百万円） 1,364,914 1,386,624

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 826 1,001

（うち新株予約権） (826) (1,001)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 1,364,087 1,385,622

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数（千株）

883,483 883,528

 

　　（訂正後）

 
前事業年度

（自　平成22年３月１日
至　平成23年２月28日）

当事業年度
（自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日）

１株当たり純資産額 1,544.24円 1,568.50円

１株当たり当期純利益金額 75.38円 81.73円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 75.35円 81.69円

　（注）１　１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

（中略）

２　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23年２月28日）
当事業年度末

（平成24年２月29日）

純資産の部の合計額（百万円） 1,365,140 1,386,816

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 826 1,001

（うち新株予約権） (826) (1,001)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 1,364,313 1,385,814

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数（千株）

883,483 883,528
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（２）【主な資産及び負債の内容】

資産の部

（中略）

ハ　関係会社株式

　　（訂正前）

銘柄 金額（百万円）

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 679,357

株式会社イトーヨーカ堂 584,055

株式会社そごう・西武 165,000

株式会社ヨークベニマル 157,007

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 57,233

その他 86,658

計 1,729,312

 

　　（訂正後）

銘柄 金額（百万円）

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 679,357

株式会社イトーヨーカ堂 584,055

株式会社そごう・西武 165,000

株式会社ヨークベニマル 157,007

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 57,233

その他 88,184

計 1,730,838
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