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平成２５年４月１６日 

 

各  位 
会 社 名     株 式 会 社 東 京 楽 天 地            
代表者名  取締役社長 山田 啓三 

（コード番号 ８８４２ 東証第１部） 
問合せ先 経 理 部 長      岡村  一 
（TEL ０３－３６３１－５１９５） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成２５年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成２５年３月１３日に発表いたしました「平成２５年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の

記載事項の一部に訂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。 

 

 

 

記 

 

 

平成２５年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

【訂正箇所】（訂正箇所には下線を付しております） 

 

（サマリー情報２枚目） 

(参考) 個別業績の概要 
１．平成 25 年１月期の個別業績（平成 24 年２月１日～平成 25 年１月 31 日） 
（１）個別経営成績 

 

（訂正前）  
 
 (％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 ％
25年１月期 5,896 1.5 1,368 △5.3 1,345 △7.6 632 69.9

24年１月期 5,810 △7.5 1,445 △6.1 1,455 △11.1 372 △60.9

 

 

（訂正後） 

 
 (％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 ％
25年１月期 5,896 1.5 1,368 △5.4 1,345 △7.5 632 69.9

24年１月期 5,810 △7.5 1,445 △6.1 1,455 △11.1 372 △60.9
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（７ページ） 

４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

 

（訂正前）  
(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(平成24年１月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年１月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 1,767,521 1,469,936
  売掛金 205,908 213,272
  有価証券 2,470,475 3,368,718
  繰延税金資産 162,285 170,369
  その他 715,615 229,936
  貸倒引当金 △32 △38
  流動資産合計 5,321,774 5,452,194

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物（純額） ※3 17,423,464 ※3 16,349,725
   土地 ※3 5,535,216 ※3 5,654,309
   その他（純額） 385,704 767,241
   有形固定資産合計 ※1 23,344,385 ※1 22,771,276

  無形固定資産 257,120 302,983
  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※2 3,682,023 ※2 4,243,584
   繰延税金資産 397,544 57,418
   差入保証金 ※2 742,827 624,891
   保険積立金 36,002 35,014
   その他 122,868 72,826
   投資その他の資産合計 4,981,267 5,033,734

  固定資産合計 28,582,772 28,107,994

 資産合計 33,904,547 33,560,189
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（訂正後） 
(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(平成24年１月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年１月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 1,767,521 1,469,936
  売掛金 205,908 213,272
  有価証券 2,470,475 3,368,718
  繰延税金資産 162,285 170,369
  その他 715,615 229,936
  貸倒引当金 △32 △38
  流動資産合計 5,321,774 5,452,194

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物（純額） ※3 17,423,464 ※3 16,349,725
   土地 ※3 5,535,216 ※3 5,654,309
   建設仮勘定 － 455,958
   その他（純額） 385,704 311,282
   有形固定資産合計 ※1 23,344,385 ※1 22,771,276

  無形固定資産 257,120 302,983
  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※2 3,682,023 ※2 4,243,584
   繰延税金資産 397,544 57,418
   差入保証金 ※2 742,827 624,891
   保険積立金 36,002 35,014
   その他 122,868 72,826
   投資その他の資産合計 4,981,267 5,033,734

  固定資産合計 28,582,772 28,107,994

 資産合計 33,904,547 33,560,189
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（１６ページ） 

４．連結財務諸表 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

(連結損益計算書関係) 

 
（訂正前） 

 
※１ 一般管理費のうち主要項目は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成23年２月１日 
至  平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年２月１日 
至  平成25年１月31日) 

人件費 772,053千円 798,168千円 

うち賞与引当金繰入額 20,073千円 22,503千円 

うち役員賞与引当金繰入額 22,150千円 21,450千円 

うち退職給付引当金繰入額 37,536千円 84,419千円 

うち役員退職慰労引当金繰入額 32,866千円 22,646千円 

減価償却費 28,422千円 29,517千円 

 

 

（訂正後） 

 

※１ 一般管理費のうち主要項目は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成23年２月１日 
至  平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年２月１日 
至  平成25年１月31日) 

人件費 772,053千円 798,168千円 

うち賞与引当金繰入額 20,073千円 22,503千円 

うち役員賞与引当金繰入額 22,150千円 21,450千円 

うち退職給付引当金繰入額 37,536千円 38,873千円 

うち役員退職慰労引当金繰入額 32,866千円 22,646千円 

減価償却費 28,422千円 29,517千円 

 

 

以 上 

 


