
 

平成 23年 10月 11日 

各  位 

会社名 株式会社リンガーハット 

代表者名 代表取締役会長兼社長   米濱  和英 

 （コード番号 8200） 

問合せ先 執行役員管理グループ担当 佐々野 諸延 

 （ＴＥＬ 03-5763-9100） 

 

（訂正）「平成 24年 2月期第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 

 平成 23年 10月 11日に公表しました「平成 24年 2月期第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載事項につき

まして、一部修正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、数値データには誤りはございません。 

 また、修正箇所には下線

  

を付しております。 

 

記 
 

○「平成 24年２月期第２決算短信〔日本基準〕（連結）」（３頁） 

 １．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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） 

  営業活動による資金は168

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

百万円の収入（前年同期は 917百万円の収入）となりました。これは主に、法人税等の支

払額の増加や店舗閉鎖損失引当金の減少等によるものであります。 

 投資活動による資金は、772

 

百万円の支出（前年同期は 293百万円の支出）となりました。これは主に、新店や改装

改造による有形固定資産の取得並びに建設協力金等の支出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） 

  営業活動による資金は499

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

百万円の収入（前年同期は 917百万円の収入）となりました。これは主に、法人税等の支

払額の増加や店舗閉鎖損失引当金の減少等によるものであります。 

 投資活動による資金は、1,102

 

百万円の支出（前年同期は 293百万円の支出）となりました。これは主に、新店や改

装改造による有形固定資産の取得並びに建設協力金等の支出によるものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



○「平成 24年２月期第２決算短信〔日本基準〕（連結）」（９頁） 

 ３．四半期連結財務諸表 

 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

    
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四

半期純損失（△） 
566,092 △139,650 

  減価償却費 447,240 543,569 
  減損損失 5,575 2,782 
  株主優待引当金の増減額（△は減少） △8,208 △7,402 
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,070 55,448 
  店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △4,576 △137,750 
  受取利息及び受取配当金 △12,011 △10,859 
  支払利息 81,748 64,805 
  投資有価証券評価損益（△は益） － 872 
  持分法による投資損益（△は益） 3,034 2,774 
  有形固定資産除却損 7,231 13,344 
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 612,382 
  売上債権の増減額（△は増加） △27,657 △51,263 
  たな卸資産の増減額（△は増加） △92,147 △127,850 
  仕入債務の増減額（△は減少） 101,965 142,350 
  未払消費税等の増減額（△は減少） △6,207 3,941 
  その他の流動資産の増減額（△は増加） △206,758 △275,436 
  その他の流動負債の増減額（△は減少） 133,541 
  

△237,527 

長期未払金の増減額（△は減少） △2,683 337 
  預り保証金の増減額（△は減少） △1,800 37,300 
  その他 △16,684 100,147 
  小計 1,023,765 592,315 
  利息及び配当金の受取額 6,792 6,583 
  利息の支払額 △78,584 △61,987 
  法人税等の支払額 △34,138 △368,197 
  営業活動によるキャッシュ・フロー 917,835 168,713 

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 △506,637 
  

△868,429 

有形固定資産の売却による収入 50,667 50,151 
  投資有価証券の取得による支出 △99 △611 
  投資有価証券の売却による収入 3,870 － 
  建設協力金等の支払による支出 △119,718 △112,888 
  建設協力金等の回収による収入 174,776 166,542 
  その他 103,392 △6,973 
  投資活動によるキャッシュ・フロー △293,748 △772,209 
        

 （後略） 

 

 



 

 

   
【訂正後】 

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

    
前第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四

半期純損失（△） 
566,092 △139,650 

  減価償却費 447,240 543,569 
  減損損失 5,575 2,782 
  株主優待引当金の増減額（△は減少） △8,208 △7,402 
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,070 55,448 
  店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △4,576 △137,750 
  受取利息及び受取配当金 △12,011 △10,859 
  支払利息 81,748 64,805 
  投資有価証券評価損益（△は益） － 872 
  持分法による投資損益（△は益） 3,034 2,774 
  有形固定資産除却損 7,231 13,344 
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 612,382 
  売上債権の増減額（△は増加） △27,657 △51,263 
  たな卸資産の増減額（△は増加） △92,147 △127,850 
  仕入債務の増減額（△は減少） 101,965 142,350 
  未払消費税等の増減額（△は減少） △6,207 3,941 
  その他の流動資産の増減額（△は増加） △206,758 △275,436 
  その他の流動負債の増減額（△は減少） 133,541 
  

92,787 

長期未払金の増減額（△は減少） △2,683 337 
  預り保証金の増減額（△は減少） △1,800 37,300 
  その他 △16,684 100,147 
  小計 1,023,765 922,630 
  利息及び配当金の受取額 6,792 6,583 
  利息の支払額 △78,584 △61,987 
  法人税等の支払額 △34,138 △368,197 
  営業活動によるキャッシュ・フロー 917,835 499,028 

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 △506,637 
  

△1,198,744 

有形固定資産の売却による収入 50,667 50,151 
  投資有価証券の取得による支出 △99 △611 
  投資有価証券の売却による収入 3,870 － 
  建設協力金等の支払による支出 △119,718 △112,888 
  建設協力金等の回収による収入 174,776 166,542 
  その他 103,392 △6,973 
  投資活動によるキャッシュ・フロー △293,748 △1,102,524 
        

 （後略） 

 


