
平成 25 年５月 10 日

各 位

会 社 名 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役会長兼社長 徳山 桂一

（コード：7421、東証第１部）

問合せ先 取締役財務担当 中井 鉄太郎

（TEL．048－650－5100）

（訂正・数値データ訂正）「平成 25 年２月期 決算短信
〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

平成 25 年４月９日に発表しました「平成 25 年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に訂正す
べき事項がありましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後
の数値データも送信いたします。

記

・訂正理由

決算短信発表後の会社法計算書類の作成過程で、連結子会社の売上原価に掛かる消費税計算の誤り、

及び連結会社間取引で生じた債権債務の計上誤り等が発見されたため、訂正いたします。

本件により、投資家の皆様方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

以 上



別紙

サマリー情報１ページ

１．平成25年2月期の連結業績（平成24年3月1日～平成25年2月28日）

(1）連結経営成績

(訂正前)

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2月期 94,142 1.6 801 △76.1 791 △74.8 △2,234 －

24年2月期 92,627 0.4 3,357 △27.6 3,137 △29.9 1,532 19.9

（注）包括利益 25年2月期 △2,090百万円 （－％） 24年2月期 1,238百万円 （8.9％）

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年2月期 △116.91 － △9.8 1.4 0.9

24年2月期 80.53 － 6.5 5.2 3.6

(訂正後)

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2月期 94,142 1.6 741 △77.9 731 △76.7 △2,216 －

24年2月期 92,627 0.4 3,357 △27.6 3,137 △29.9 1,532 19.9

（注）包括利益 25年2月期 △2,072百万円 （－％） 24年2月期 1,238百万円 （8.9％）

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年2月期 △115.99 － △9.7 1.3 0.8

24年2月期 80.53 － 6.5 5.2 3.6

(2）連結財政状態

(訂正前)

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年2月期 56,729 21,842 38.0 1,127.20

24年2月期 59,366 24,287 40.6 1,262.09

（参考）自己資本 25年2月期 21,579百万円 24年2月期 24,074 百万円

(訂正後)

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年2月期 57,162 21,860 37.8 1,128.12

24年2月期 59,366 24,287 40.6 1,262.09

（参考）自己資本 25年2月期 21,597百万円 24年2月期 24,074 百万円



(訂正前)

３．平成26年2月期の連結業績予想（平成25年3月1日～平成26年2月28日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期（累計） 49,100 － 1,430 △32.5 1,400 △32.3 610 △28.7 31.74

通期 94,700 0.6 1,660 107.2 1,580 99.7 520 － 27.05

(訂正後)

３．平成26年2月期の連結業績予想（平成25年3月1日～平成26年2月28日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期（累計） 49,100 － 1,430 △32.5 1,400 △32.3 610 △28.7 31.74

通期 94,700 0.6 1,660 124.0 1,580 116.1 520 － 27.05
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１．平成25年2月期の個別業績（平成24年3月1日～平成25年2月28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2月期 49,797 － 593 － 625 － △2,282 －

24年2月期 81,392 △7.5 3,611 △26.5 3,422 △28.3 1,476 △6.1

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年2月期 △119.47 －

24年2月期 77.54 －

(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2月期 52,447 － 593 － 512 － △2,178 －

24年2月期 81,392 △7.5 3,611 △26.5 3,422 △28.3 1,476 △6.1

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年2月期 △114.00 －

24年2月期 77.54 －

(2）個別財政状態

(訂正前)

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年2月期 54,933 22,067 37.9 1,123.74

24年2月期 57,306 24,658 42.9 1,287.72

（参考）自己資本 25年2月期 21,513 百万円 24年2月期 24,563 百万円

(訂正後)

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年2月期 53,545 22,171 41.2 1,153.15

24年2月期 57,306 24,658 42.9 1,287.72

（参考）自己資本 25年2月期 22,076 百万円 24年2月期 24,563 百万円



２ページ

１．経営成績・財政状態に関する分析

(1）経営成績に関する分析

(訂正前)

（当連結会計年度の経営成績）

（省略）

以上の結果、当連結会計年度の売上高は941億42百万円（前連結会計年度比1.6％増）、営業利益は８億１百万円

（同76.1％減）、経常利益は７億91百万円（同74.8％減）、当期純損失は22億34百万円（前年同期は当期純利益15

億32百万円）となりました。

(訂正後)

（当連結会計年度の経営成績）

（省略）

以上の結果、当連結会計年度の売上高は941億42百万円（前連結会計年度比1.6％増）、営業利益は７億41百万円

（同77.9％減）、経常利益は７億31百万円（同76.7％減）、当期純損失は22億16百万円（前年同期は当期純利益15

億32百万円）となりました。

４ページ

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

当連結会計年度末における総資産は、567億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億36百万円減少いたしまし

た。これは主に、現金及び預金が18億13百万円減少、有価証券が８億円増加、有形固定資産が７億86百万円減少、繰延

税金資産が５億83百万円減少、敷金及び保証金が４億87百万円減少したことによるものであります。

負債の部は、348億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億92百万円減少いたしました。これは主に、買掛金

が３億38百万円増加、長期借入金及び一年内返済予定の長期借入金が８億49百万円減少、未払法人税等が３億９百万円

増加したことによるものであります。

純資産の部は、218億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億44百万円減少いたしました。これは主に、利益

剰余金が27億10百万円減少、自己株式が１億30百万円減少したことによるものであります。

(訂正後)

当連結会計年度末における総資産は、571億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億４百万円減少いたしまし

た。これは主に、現金及び預金が18億13百万円減少、有価証券が８億円増加、有形固定資産が７億86百万円減少、繰延

税金資産が５億60百万円減少、敷金及び保証金が４億87百万円減少したことによるものであります。

負債の部は、353億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億22百万円増加いたしました。これは主に、買掛金

が３億38百万円増加、長期借入金及び一年内返済予定の長期借入金が８億49百万円減少、未払法人税等が３億38百万円

増加したことによるものであります。

純資産の部は、218億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億26百万円減少いたしました。これは主に、利益

剰余金が26億93百万円減少、自己株式が１億30百万円減少したことによるものであります。



② キャッシュ・フローの状況

（省略）

(訂正前)

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成21年２月期 平成22年２月期 平成23年２月期 平成24年２月期 平成25年２月期

自己資本比率（％） 32.3 38.0 38.1 40.6 38.0

時価ベースの自己資本比率（％） 51.2 56.6 58.6 56.3 64.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
23.6 16.9 15.2 15.1 16.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年）
4.9 3.6 3.8 3.8 3.8

(訂正後)

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成21年２月期 平成22年２月期 平成23年２月期 平成24年２月期 平成25年２月期

自己資本比率（％） 32.3 38.0 38.1 40.6 37.8

時価ベースの自己資本比率（％） 51.2 56.6 58.6 56.3 64.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
23.6 16.9 15.2 15.1 16.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年）
4.9 3.6 3.8 3.8 3.8
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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２月29日)

当連結会計年度

(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,026,144 5,212,201

売掛金 656,412 693,151

有価証券 3,200,000 4,000,000

商品及び製品 496,794 521,147

原材料及び貯蔵品 187,547 269,311

繰延税金資産 264,601 238,769

未収入金 85,952 112,933

未収還付法人税等 － 148,786

その他 1,336,266 1,443,080

貸倒引当金 △494 △34

流動資産合計 13,253,223 12,639,345

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,870,548 42,409,812

機械装置及び運搬具 3,548,678 4,346,906

工具、器具及び備品 3,878,378 4,121,218

土地 3,714,366 3,955,239

リース資産 4,057,743 5,281,817

建設仮勘定 300,618 97,049

減価償却累計額 △24,423,491 △28,051,627

有形固定資産合計 32,946,842 32,160,417

無形固定資産 260,654 297,034

投資その他の資産

投資有価証券 576,969 703,999

繰延税金資産 715,153 157,579

敷金及び保証金 9,158,256 8,670,872

その他 2,481,824 2,119,663

貸倒引当金 △26,572 △19,302

投資その他の資産合計 12,905,631 11,632,813

固定資産合計 46,113,128 44,090,264

資産合計 59,366,351 56,729,610



(訂正後)

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成24年２月29日)

当連結会計年度

(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,026,144 5,212,201

売掛金 656,412 693,151

有価証券 3,200,000 4,000,000

商品及び製品 496,794 521,147

原材料及び貯蔵品 187,547 269,311

繰延税金資産 264,601 241,844

未収入金 85,952 110,575

未収消費税等 － 327,923

未収還付法人税等 － 232,594

その他 1,336,266 1,443,080

貸倒引当金 △494 △34

流動資産合計 13,253,223 13,051,795

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,870,548 42,409,812

機械装置及び運搬具 3,548,678 4,346,906

工具、器具及び備品 3,878,378 4,121,218

土地 3,714,366 3,955,239

リース資産 4,057,743 5,281,817

建設仮勘定 300,618 97,049

減価償却累計額 △24,423,491 △28,051,627

有形固定資産合計 32,946,842 32,160,417

無形固定資産 260,654 297,034

投資その他の資産

投資有価証券 576,969 703,999

繰延税金資産 715,153 177,603

敷金及び保証金 9,158,256 8,670,872

その他 2,481,824 2,119,663

貸倒引当金 △26,572 △19,302

投資その他の資産合計 12,905,631 11,652,837

固定資産合計 46,113,128 44,110,288

資産合計 59,366,351 57,162,084
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（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成24年２月29日)

当連結会計年度

(平成25年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,037,030 3,375,257

短期借入金 2,144,763 1,502,480

1年内返済予定の長期借入金 8,146,726 7,972,984

未払金 1,069,816 1,017,087

未払費用 1,621,380 1,878,778

リース債務 732,996 1,004,681

未払法人税等 49,515 359,270

未払消費税等 373,248 143,452

賞与引当金 424,056 401,337

株主優待引当金 211,076 231,062

その他 313,607 360,382

流動負債合計 18,124,218 18,246,773

固定負債

長期借入金 12,960,154 12,284,693

長期預り保証金 51,028 50,098

リース債務 1,730,327 1,905,749

退職給付引当金 887,145 977,621

資産除去債務 1,170,182 1,220,834

その他 156,035 201,092

固定負債合計 16,954,873 16,640,088

負債合計 35,079,092 34,886,862

純資産の部

株主資本

資本金 9,551,570 9,551,570

資本剰余金 8,675,315 8,667,590

利益剰余金 13,911,345 11,200,353

自己株式 △7,970,867 △7,840,330

株主資本合計 24,167,364 21,579,184

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,737 44,970

為替換算調整勘定 △94,902 △44,689

その他の包括利益累計額合計 △93,165 280

新株予約権 95,465 95,465

少数株主持分 117,594 167,816

純資産合計 24,287,259 21,842,747

負債純資産合計 59,366,351 56,729,610



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成24年２月29日)

当連結会計年度

(平成25年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,037,030 3,375,257

短期借入金 2,144,763 1,502,480

1年内返済予定の長期借入金 8,146,726 7,972,984

未払金 1,069,816 1,017,087

未払費用 1,621,380 1,878,778

リース債務 732,996 1,004,681

未払法人税等 49,515 387,793

未払消費税等 373,248 529,758

賞与引当金 424,056 401,337

株主優待引当金 211,076 231,062

その他 313,607 360,382

流動負債合計 18,124,218 18,661,602

固定負債

長期借入金 12,960,154 12,284,693

長期預り保証金 51,028 50,098

リース債務 1,730,327 1,905,749

退職給付引当金 887,145 977,621

資産除去債務 1,170,182 1,220,834

その他 156,035 201,092

固定負債合計 16,954,873 16,640,088

負債合計 35,079,092 35,301,690

純資産の部

株主資本

資本金 9,551,570 9,551,570

資本剰余金 8,675,315 8,667,590

利益剰余金 13,911,345 11,217,998

自己株式 △7,970,867 △7,840,330

株主資本合計 24,167,364 21,596,830

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,737 44,970

為替換算調整勘定 △94,902 △44,689

その他の包括利益累計額合計 △93,165 280

新株予約権 95,465 95,465

少数株主持分 117,594 167,816

純資産合計 24,287,259 21,860,393

負債純資産合計 59,366,351 57,162,084
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

売上高 92,627,573 94,142,573

売上原価 40,523,822 42,327,657

売上総利益 52,103,751 51,814,916

販売費及び一般管理費

給料及び手当 21,368,819 21,848,129

賞与引当金繰入額 383,742 389,154

退職給付費用 136,595 144,994

地代家賃 6,888,836 7,173,347

株主優待引当金繰入額 211,076 231,062

その他 19,756,992 21,226,660

販売費及び一般管理費合計 48,746,062 51,013,348

営業利益 3,357,689 801,568

営業外収益

受取利息 94,169 97,437

受取配当金 14,442 13,952

受取家賃 124,697 119,249

補助金収入 29,415 15,341

自動販売機収入 45,861 41,416

雑収入 116,344 254,904

営業外収益合計 424,931 542,301

営業外費用

支払利息 412,378 364,968

賃貸収入原価 86,054 88,722

雑損失 146,889 98,729

営業外費用合計 645,322 552,419

経常利益 3,137,298 791,450



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

売上高 92,627,573 94,142,573

売上原価 40,523,822 42,388,396

売上総利益 52,103,751 51,754,176

販売費及び一般管理費

給料及び手当 21,368,819 21,848,129

賞与引当金繰入額 383,742 389,154

退職給付費用 136,595 144,994

地代家賃 6,888,836 7,173,347

株主優待引当金繰入額 211,076 231,062

その他 19,756,992 21,225,891

販売費及び一般管理費合計 48,746,062 51,012,580

営業利益 3,357,689 741,596

営業外収益

受取利息 94,169 97,437

受取配当金 14,442 13,952

受取家賃 124,697 119,249

補助金収入 29,415 15,341

自動販売機収入 45,861 41,416

雑収入 116,344 253,251

営業外収益合計 424,931 540,648

営業外費用

支払利息 412,378 364,968

賃貸収入原価 86,054 88,722

雑損失 146,889 97,076

営業外費用合計 645,322 550,766

経常利益 3,137,298 731,478
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（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

特別利益

固定資産売却益 5,609 －

違約金収入 450 －

持分変動利益 43,370 －

事業譲渡益 1,479,533 －

移転補償金 78,062 38,329

貸倒引当金戻入額 3,407 －

受取補償金 － 278,399

その他 － 4,340

特別利益合計 1,610,433 321,069

特別損失

固定資産除却損 ※1 244,451 ※1 99,018

店舗閉鎖損失 189,742 109,747

減損損失 ※2 298,941 ※2 1,860,906

固定資産売却損 14,511 －

災害による損失 ※3 874,159 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 363,811 －

その他 81,824 －

特別損失合計 2,067,441 2,069,672

税金等調整前当期純利益 2,680,290 △957,152

法人税、住民税及び事業税 929,388 679,432

法人税等調整額 398,117 560,735

法人税等合計 1,327,505 1,240,168

少数株主損益調整前当期純利益 1,352,784 △2,197,320

少数株主損失（△） △180,203 36,801

当期純利益 1,532,987 △2,234,121



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

特別利益

固定資産売却益 5,609 －

違約金収入 450 －

持分変動利益 43,370 －

事業譲渡益 1,479,533 －

移転補償金 78,062 38,329

貸倒引当金戻入額 3,407 －

受取補償金 － 278,399

その他 － 4,340

特別利益合計 1,610,433 321,069

特別損失

固定資産除却損 ※1 244,451 ※1 99,018

店舗閉鎖損失 189,742 109,747

減損損失 ※2 298,941 ※2 1,860,906

固定資産売却損 14,511 －

災害による損失 ※3 874,159 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 363,811 －

その他 81,824 －

特別損失合計 2,067,441 2,069,672

税金等調整前当期純利益 2,680,290 △1,017,123

法人税、住民税及び事業税 929,388 624,915

法人税等調整額 398,117 537,635

法人税等合計 1,327,505 1,162,551

少数株主損益調整前当期純利益 1,352,784 △2,179,674

少数株主損失（△） △180,203 36,801

当期純利益 1,532,987 △2,216,476
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（連結包括利益計算書）

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,352,784 △2,197,320

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,382 44,102

為替換算調整勘定 △118,627 62,765

その他の包括利益合計 △114,245 106,867

包括利益 1,238,538 △2,090,453

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,439,964 △2,140,675

少数株主に係る包括利益 △201,425 50,222

（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,352,784 △2,179,674

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,382 44,102

為替換算調整勘定 △118,627 62,765

その他の包括利益合計 △114,245 106,867

包括利益 1,238,538 △2,072,807

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,439,964 △2,123,030

少数株主に係る包括利益 △201,425 50,222
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（３）連結株主資本等変動計算書

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

株主資本

資本金

当期首残高 9,551,570 9,551,570

当期末残高 9,551,570 9,551,570

資本剰余金

当期首残高 8,689,549 8,675,315

当期変動額

自己株式の処分 △14,234 △7,724

当期変動額合計 △14,234 △7,724

当期末残高 8,675,315 8,667,590

利益剰余金

当期首残高 13,043,395 13,911,345

当期変動額

剰余金の配当 △474,958 △476,870

当期純利益 1,532,987 △2,234,121

連結範囲の変動 △190,079

当期変動額合計 867,950 △2,710,992

当期末残高 13,911,345 11,200,353

自己株式

当期首残高 △8,114,551 △7,970,867

当期変動額

自己株式の処分 143,684 130,536

当期変動額合計 143,684 130,536

当期末残高 △7,970,867 △7,840,330

株主資本合計

当期首残高 23,169,964 24,167,364

当期変動額

剰余金の配当 △474,958 △476,870

当期純利益 1,532,987 △2,234,121

自己株式の処分 129,450 122,812

連結範囲の変動 △190,079 －

当期変動額合計 997,400 △2,588,179

当期末残高 24,167,364 21,579,184



(訂正後）

位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

株主資本

資本金

当期首残高 9,551,570 9,551,570

当期末残高 9,551,570 9,551,570

資本剰余金

当期首残高 8,689,549 8,675,315

当期変動額

自己株式の処分 △14,234 △7,724

当期変動額合計 △14,234 △7,724

当期末残高 8,675,315 8,667,590

利益剰余金

当期首残高 13,043,395 13,911,345

当期変動額

剰余金の配当 △474,958 △476,870

当期純利益 1,532,987 △2,216,476

連結範囲の変動 △190,079 －

当期変動額合計 867,950 △2,693,346

当期末残高 13,911,345 11,217,998

自己株式

当期首残高 △8,114,551 △7,970,867

当期変動額

自己株式の処分 143,684 130,536

当期変動額合計 143,684 130,536

当期末残高 △7,970,867 △7,840,330

株主資本合計

当期首残高 23,169,964 24,167,364

当期変動額

剰余金の配当 △474,958 △476,870

当期純利益 1,532,987 △2,216,476

自己株式の処分 129,450 122,812

連結範囲の変動 △190,079 －

当期変動額合計 997,400 △2,570,534

当期末残高 24,167,364 21,596,830
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（訂正後）

(単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

純資産合計

当期首残高 23,418,713 24,287,259

当期変動額

剰余金の配当 △474,958 △476,870

当期純利益 1,532,987 △2,234,121

自己株式の処分 129,450 122,812

連結範囲の変動 △190,079 －

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △128,854 143,668

当期変動額合計 868,545 △2,444,511

当期末残高 24,287,259 21,842,747

（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28日)

純資産合計

当期首残高 23,418,713 24,287,259

当期変動額

剰余金の配当 △474,958 △476,870

当期純利益 1,532,987 △2,216,476

自己株式の処分 129,450 122,812

連結範囲の変動 △190,079 －

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △128,854 143,668

当期変動額合計 868,545 △2,426,865

当期末残高 24,287,259 21,860,393
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28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 2,680,290 △957,152

減価償却費 4,349,141 4,420,827

投資有価証券評価損益（△は益） － △4,340

退職給付引当金の増減額（△は減少） 94,686 90,475

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,608 △7,730

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,715 △22,719

受取利息及び受取配当金 △108,611 △111,390

支払利息 412,378 364,968

固定資産除却損 244,451 99,018

店舗閉鎖損失 189,742 109,747

減損損失 298,941 1,860,906

為替差損益（△は益） 3,503 △95,691

有形固定資産売却損益（△は益） 8,901 －

売上債権の増減額（△は増加） △99,527 △36,739

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,962 △106,116

仕入債務の増減額（△は減少） △57,561 338,226

未払消費税等の増減額（△は減少） 107,678 △229,796

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 363,811 －

災害損失 874,159 －

受取補償金 － △278,399

のれん償却額 14,299 17,991

持分変動損益（△は益） △43,370 －

事業譲渡損益（△は益） △1,479,533 －

その他 675,705 830,995

小計 8,596,155 6,283,081

（省略）



（訂正後）

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年３月１日

至 平成24年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成24年３月１日

至 平成25年２月28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 2,680,290 △1,017,123

減価償却費 4,349,141 4,420,827

投資有価証券評価損益（△は益） － △4,340

退職給付引当金の増減額（△は減少） 94,686 90,475

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,608 △7,730

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,715 △22,719

受取利息及び受取配当金 △108,611 △111,390

支払利息 412,378 364,968

固定資産除却損 244,451 99,018

店舗閉鎖損失 189,742 109,747

減損損失 298,941 1,860,906

為替差損益（△は益） 3,503 △95,691

有形固定資産売却損益（△は益） 8,901 －

売上債権の増減額（△は増加） △99,527 △36,739

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,962 △106,116

仕入債務の増減額（△は減少） △57,561 338,226

未収消費税等の増減額（△は増加） － △325,565

未払消費税等の増減額（△は減少） 107,678 156,509

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 363,811 －

災害損失 874,159 －

受取補償金 － △278,399

のれん償却額 14,299 17,991

持分変動損益（△は益） △43,370 －

事業譲渡損益（△は益） △1,479,533 －

その他 675,705 830,226

小計 8,596,155 6,283,081

（省略）
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当連結会計年度（自 平成 24 年３月１日 至 平成 25 年２月 28 日）

(訂正前）

（単位：千円）

回転寿司事業 ベンダー事業 合計

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高又は振替高

82,762,565

－

11,380,008

－

94,142,573

－

計 82,762,565 11,380,008 94,142,573

セグメント利益又は損失（△） 633,764 171,984 805,749

セグメント資産 54,645,866 3,163,436 57,809,302

その他の項目

減価償却費

受取利息

支払利息

有形固定資産及び無形固定資産の

増加額

4,277,226

98,580

354,855

4,543,120

147,293

357

11,612

854,145

4,424,520

98,937

366,468

5,397,265

(訂正後）

（単位：千円）

回転寿司事業 ベンダー事業 合計

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高又は振替高

82,762,565

－

11,380,008

－

94,142,573

－

計 82,762,565 11,380,008 94,142,573

セグメント利益又は損失（△） 573,793 171,984 745,778

セグメント資産 55,072,300 3,163,436 58,235,736

その他の項目

減価償却費

受取利息

支払利息

有形固定資産及び無形固定資産の

増加額

4,277,226

98,580

354,855

4,543,120

147,293

357

11,612

854,145

4,424,520

98,937

366,468

5,397,265
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当連結会計年度（自 平成 24 年３月１日 至 平成 25 年２月 28 日）

（訂正前）

(略)

（単位：千円）

資産 金額

報告セグメント計

セグメント間取引消去

のれん

57,809,302

△1,116,549

42,897

連結財務諸表の資産合計 56,735,650

(略）

（訂正後）

(略）

（単位：千円）

資産 金額

報告セグメント計

セグメント間取引消去

のれん

58,235,736

△1,116,549

42,897

連結財務諸表の資産合計 57,162,084

(略）
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（訂正前）

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日）

当連結会計年度
（自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日）

１株当たり純資産額 1,262円09銭

１株当たり当期純利益 80円53銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,127円20銭

１株当たり当期純利益又は

当期純損失（△）
△116円91銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（注）１．１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。

前連結会計年度末
（平成24年２月29日）

当連結会計年度末
（平成25年２月28日）

純資産の部の合計額（千円） 24,287,259 21,776,543

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 213,059 263,282

（主な内訳） うち新株予約権（95,465） うち新株予約権（95,465）

うち少数持株持分（117,594） うち少数持株持分（167,816）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 24,074,199 21,513,260

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）
19,074 19,109

（略）

（注）２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります

前連結会計年度
（自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日）

当連結会計年度
（自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 1,532,987 △2,300,326

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,532,987 △2,300,326

期中平均株式数（株） 19,035,348 19,109,091

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成20年５月28日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権）普通株式 148,700株

平成20年５月28日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権）普通株式 148,700株

（略）



（訂正後）

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日）

当連結会計年度
（自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日）

１株当たり純資産額 1,262円09銭

１株当たり当期純利益 80円53銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,128円12銭

１株当たり当期純利益又は

当期純損失（△）
△115円99銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（注）１．１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。

前連結会計年度末
（平成24年２月29日）

当連結会計年度末
（平成25年２月28日）

純資産の部の合計額（千円） 24,287,259 21,860,393

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 213,059 263,282

（主な内訳） うち新株予約権（95,465） うち新株予約権（95,465）

うち少数持株持分（117,594） うち少数持株持分（167,816）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 24,074,199 21,597,111

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）
19,074 19,144

（略）

（注）２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります

前連結会計年度
（自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日）

当連結会計年度
（自 平成24年３月１日
至 平成25年２月28日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 1,532,987 △2,216,476

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,532,987 △2,216,476

期中平均株式数（株） 19,035,348 19,109,091

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成20年５月28日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権）普通株式 148,700株

平成20年５月28日定時株主総会決

議ストックオプション（新株予約

権）普通株式 148,700株

（略）


