
平成 19 年６月 20 日 

各 位 

会 社 名 スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 

代表者名 代表取締役 高経営責任者（CEO）兼 

高執行責任者（COO）  

マリア・メルセデス・エム・コラーレス 

（コード番号 2712 大証ヘラクレス S） 

問合せ先 ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ統括/ｵﾌｨｻｰ 北川 徹 

（TEL 03-5412-7481） 

 

（訂正）平成 19 年３月期  決算短信（非連結）の一部訂正について 

 

  平成 19 年５月 17 日に開示しました「平成 19 年３月期決算短信（非連結）」について

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。 

 

記 

（訂正箇所） 
 訂正箇所には下線を付しております。 
 
＜1 ページ＞ 

１．平成 19 年 3 月期の業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(3)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

19年３月期 5,580 △5,630 △1,202 4,669

18年３月期 5,593 △3,322 △1,455 5,913  
【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

19年３月期 5,595 △5,645 △1,202 4,669

18年３月期 5,593 △3,322 △1,455 5,913  
 
２．配当の状況 
【訂正前】 

純資産配当率   18 年３月期 1.2％  19 年３月期 1.0％ 
【訂正後】 
  純資産配当率   18 年３月期 1.0％  19 年３月期 1.2％ 

 
＜５ページ＞ 
１．経営成績 (2)財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローに関する状況 



 
【訂正前】 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当事業年度末における営業活動による資金の増加は5,580百万円（前年同期比12 百万円減）

となりました。これは、税引前当期純利益が増益となった一方、上記①の売掛金と預け金の

増加及び法人税等の支払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） 
当事業年度末における投資活動による資金の減少は5,630百万円（同2,307百万円増）とな

りました。これは、主に新規出店、既存店の改修を主目的とする有形固定資産の取得による

支出 3,561 百万円、保証金の差入による支出1,665百万円によるものであります。 
【訂正後】 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当事業年度末における営業活動による資金の増加は5,595百万円（前年同期比2 百万円増）

となりました。これは、税引前当期純利益が増益となった一方、上記①の売掛金と預け金の

増加及び法人税等の支払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） 
当事業年度末における投資活動による資金の減少は5,645百万円（同2,322百万円増）とな

りました。これは、主に新規出店、既存店の改修を主目的とする有形固定資産の取得による

支出 3,561 百万円、保証金の差入による支出1,435百万円によるものであります。 
 
（キャッシュ・フロー指標のトレンド） 
【訂正前】 

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 55.5                         58.5                        61.1                        62.1                       

時価ベースの自己資本比率（％） 130.6                       125.4                      230.9                      198.3                     

キャッシュフロー対有利子負債比率

（％）
1.8                           1.3                          0.8                          0.7                         

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
40.5                         50.8                        66.8                        92.2                       

 
【訂正後】 

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 55.5                         58.5                        61.1                        62.1                       

時価ベースの自己資本比率（％） 130.6                       125.4                      230.9                      198.3                     

キャッシュフロー対有利子負債比率

（倍）
1.8                           1.3                          0.8                          0.7                         

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
40.5                         50.8                        66.8                        92.4                       

 
 



＜17～18 ページ＞ 
４．財務諸表 (4)キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 

第11期 第12期
（自　平成17年４月1日 （自　平成18年４月1日

  至　平成18年３月31日）   至　平成19年３月31日）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,316,663 4,701,403

減価償却費 2,248,052 2,566,350

貸倒引当金の増加・減少(△)額 △25,928 7,401

賞与引当金の増加額 29,390 53

役員退職慰労引当金の増加額 2,220 155,701

受取利息及び受取配当金 △3,004 △6,120

支払利息 77,913 56,486

為替差益 △147 △730

有形固定資産除却損 69,753 126,404

減損損失 662,807 107,071

売上債権の増加額 △369,081 △607,789

たな卸資産の増加（△）・減少額 7,761 △143,047

預け金の増加（△）・減少額 95,852 △665,669

前渡金の増加（△）・減少額 636,733 △3,266

その他資産の増加（△）・減少額 △33,194 56,475

仕入債務の増加額 142,039 280,709

未払金の増加額 288,834 232,424

未払費用の増加額 76,620 499,099

未払消費税等の増加・減少（△）額 △21,279 239,767

預り金の増加額 － 115,192

その他負債の増加額 224,614 112,551

その他 1,313 △9,199

小計 7,427,935 7,821,269

利息及び配当金の

受取額

利息の支払額 △83,683 △60,543

法人税等の支払額 △1,754,073 △2,186,006

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,593,183 5,580,840

金額（千円）区分 金額（千円）

3,004 6,120

注記

番号

 
第11期 第12期

（自　平成17年４月1日 （自　平成18年４月1日

  至　平成18年３月31日）   至　平成19年３月31日）

注記

番号

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 － △499,351

有形固定資産の取得による支出 △2,233,482 △3,561,778

無形固定資産の取得による支出 △454,340 △348,478

保証金等の差入による支出 △1,180,225 △1,665,675

保証金等の返還による収入 494,178 367,479

その他 50,919 77,105

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,322,950 △5,630,698

Ⅲ 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 △1,321,000 △1,001,000

株式の発行による収入 7,658 11,150

配当金の支払額 △142,038 △213,149

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,455,379 △1,202,999

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,117 8,373

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少額 790,735 △1,244,483

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,123,127 5,913,862

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 5,913,862 4,669,379

金額（千円）区分 金額（千円）

 



【訂正後】 
第11期 第12期

（自　平成17年４月1日 （自　平成18年４月1日

  至　平成18年３月31日）   至　平成19年３月31日）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,316,663 4,701,403

減価償却費 2,248,052 2,570,304

貸倒引当金の増加・減少(△)額 △25,928 7,401

賞与引当金の増加額 29,390 53

役員退職慰労引当金の増加額 2,220 155,701

受取利息及び受取配当金 △3,004 △6,120

支払利息 77,913 56,486

為替差益 △147 △730

有形固定資産除却損 69,753 126,404

減損損失 662,807 107,071

売上債権の増加額 △369,081 △607,789

たな卸資産の増加（△）・減少額 7,761 △143,047

預け金の増加（△）・減少額 95,852 △665,669

前渡金の増加（△）・減少額 636,733 3,266

その他資産の増加（△）・減少額 △33,194 49,941

仕入債務の増加額 142,039 280,709

未払金の増加額 288,834 232,424

未払費用の増加額 76,620 507,021

未払消費税等の増加・減少（△）額 △21,279 239,767

預り金の増加額 － 113,192

その他負債の増加額 224,614 112,551

その他 1,313 △4,421

小計 7,427,935 7,835,924

利息及び配当金の

受取額

利息の支払額 △83,683 △60,543

法人税等の支払額 △1,754,073 △2,186,006

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,593,183 5,595,371

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

3,004 5,997

 

第11期 第12期
（自　平成17年４月1日 （自　平成18年４月1日

  至　平成18年３月31日）   至　平成19年３月31日）

注記
番号

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 － △499,228

有形固定資産の取得による支出 △2,233,482 △3,561,778

無形固定資産の取得による支出 △454,340 △348,478

保証金等の差入による支出 △1,180,225 △1,435,542

保証金等の返還による収入 494,178 219,579

その他 50,919 △19,781

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,322,950 △5,645,229

Ⅲ 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 △1,321,000 △1,001,000

株式の発行による収入 7,658 11,150

配当金の支払額 △142,038 △213,149

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,455,379 △1,202,999

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,117 8,373

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少額 790,735 △1,244,483

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,123,127 5,913,862

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 5,913,862 4,669,379

区分 金額（千円） 金額（千円）

 



＜22 ページ＞ 
 表示方法の変更 
【訂正前】

第11期 第12期
（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　至　 平成18年３月31日） 　至　 平成19年３月31日）

－ (キャッシュ・フロー計算書関係)

　営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増加額」は

前会計年度まで、営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他負債の増加額」に含めて表示しておりましたが、当会計年

度において重要性が増したため、区分掲記しております。

　なお、前会計年度の「その他負債の増加額」に含まれる

「預り金の増加額」は9,024千円であります。
 

【訂正後】 

第11期 第12期
（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　至　 平成18年３月31日） 　至　 平成19年３月31日）

－ (キャッシュ・フロー計算書関係)

　営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増加額」は

前事業年度まで、営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他負債の増加額」に含めて表示しておりましたが、当事業年

度において重要性が増したため、区分掲記しております。

　なお、前事業年度の「その他負債の増加額」に含まれる

「預り金の増加額」は9,024千円であります。
 

 
＜25 ページ＞ 
（株主資本等変動計算書関係） 
【訂正前】 

配当金の総額

（千円）

平成18年6月27日

定時株主総会

効力発生日

普通株式 213,149 150 平成18年3月31日 平成18年６月28日

（決議）
株式の種類 １株当たり配当

額（円）
基準日

 
 
【訂正後】 

配当金の総額

（千円）

平成18年6月27日

定時株主総会

効力発生日

普通株式 213,149 150 平成18年3月31日 平成18年６月27日

（決議）
株式の種類 １株当たり配当

額（円）
基準日

 
 
 
 
 



＜27 ページ＞ 
注記事項 
（リース取引関係） 
１．リース物件の所有権が借主に移転するとみとめられるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 
【訂正前】               【訂正後】 

取得価額相

当額

減価償却累

計額相当額

期末残高相

当額

（千円） （千円） （千円）

工具器具及び

備品
265,428 180,093 85,335

 建物 218,000 5,916 212,083

ソフトウェア 10,617 10,081 535

合計 494,046 196,092 297,954
 

取得価額相

当額

減価償却累

計額相当額

期末残高相

当額

（千円） （千円） （千円）

工具器具及び

備品
265,428 180,093 85,335

 建物 218,000 6,762 211,237

ソフトウェア 10,617 10,081 535

合計 494,046 196,937 297,109

 
＜38 ページ＞ 
５．その他 (2)その他 
（地域別店舗数及び売上高） 
 
【訂正前】 
神奈川県 店舗数62 売上高（千円）7,057,062 売上構成比（％）9.0％ 前年同期比（％）114.9％ 

静岡県  店舗数14  売上高（千円）1,378,682  売上構成比（％）1.8％ 前年同期比（％）121.9％ 

【訂正後】 

神奈川県 店舗数60 売上高（千円）6,992,227 売上構成比（％）9.0％ 前年同期比（％）113.8％ 

静岡県  店舗数16  売上高（千円）1,443,517  売上構成比（％）1.8％ 前年同期比（％）127.6％ 

 

 

以 上 


