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平成30年5月17日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ス リ ー エ フ 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山 口  浩 志 

 （コード番号７５４４ 東証第２部） 

問合せ先 コーポレート統括マネージャー 六 川 靖 夫 

 ＴＥＬ ０４５－６５１－２１１１ 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成30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30年４月12日付けで開示しました「平成30年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の内容につ

きまして一部誤りが認められたため、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正させていただきます。 

 

記 

１．訂正の理由 

 「平成 30 年 2 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが

判明いたしましたので、これを訂正いたします。 

 

２．訂正の内容 

 訂正箇所には＿下線を付して表示しております。 

 

【訂正箇所】 

（１）サマリー情報 

１．平成30年２月期の連結業績（平成29年３月１日～平成30年２月28日） 

（3）連結キャッシュ・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 

30年2月期 △5,780 10,054 △2,016 4,863 

29年2月期 △2,634 3,614 775 2,605 

  

【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 

30年2月期 △6,081 10,113 △1,774 4,863 

29年2月期 △2,634 3,614 775 2,605 
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（２）添付資料３ページ 

１．経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

【訂正前】 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ22億57百万円増加し、

48億63百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が７億９百万円となりましたが、事業譲渡

益が60億65百万円減少、解約違約金が13億69百万円増加となったこと等により、前連結会計年度より31億46百

万円少ない57億80百万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入が３億85百万円（前連結会計年度

は７億13百万円の収入）、事業譲渡による収入が109億96百万円（同37億72百万円の収入）となったこと等によ

り、前連結会計年度より64億40百万円多い100億54百万円の収入となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出が29億93百万円（同７

億94百万円の支出）となりましたが、非支配株主からの出資受入による収入が28億73百万円となったこと等に

より、前連結会計年度より27億91百万円少ない20億16百万円の支出となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成26年２月

期 
平成27年２月

期 
平成28年２月

期 
平成29年２月

期 
平成30年２月

期 

自己資本比率 26.9 24.7 9.9 5.4 65.4 

時価ベースの自己資本比率 22.9 19.4 19.0 21.5 43.8 

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率 

1.7 2.0 6.3 △1.9 - 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ 

27.7 36.0 10.2 △36.5 △118.4 

 

【訂正後】 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ22億57百万円増加し、

48億63百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が７億９百万円となりましたが、事業分離

における移転利益が60億65百万円減少、解約違約金が13億89百万円増加となったこと等により、前連結会計年

度より34億46百万円少ない60億81百万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入が３億78百万円（前連結会計年度

は７億13百万円の収入）、事業分離による収入が110億19百万円（同37億72百万円の収入）となったこと等によ

り、前連結会計年度より64億99百万円多い101億13百万円の収入となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出が29億93百万円（同７

億94百万円の支出）となりましたが、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入が30億66百万

円となったこと等により、前連結会計年度より25億49百万円少ない17億74百万円の支出となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成26年２月

期 
平成27年２月

期 
平成28年２月

期 
平成29年２月

期 
平成30年２月

期 

自己資本比率 26.9 24.7 9.9 5.4 65.4 

時価ベースの自己資本比率 22.9 19.4 19.0 21.5 43.8 

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率 

1.7 2.0 6.3 △1.9 - 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ 

27.7 36.0 10.2 △36.5 △124.5 
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（３）添付資料７ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

【訂正前】 

連結損益計算書 

           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年３月１日 

 至 平成30年２月28日) 

営業収入   

 加盟店からの収入 7,583 6,760 

 その他の営業収入 2,465 1,489 

 営業収入合計 10,048 8,249 

売上高 6,349 4,325 

営業総収入合計 16,398 12,575 

売上原価 4,836 3,226 

売上総利益 1,512 1,098 

営業総利益 11,561 9,348 

販売費及び一般管理費   

 販売手数料 584 705 

 広告宣伝費 286 327 

 役員報酬 82 48 

 従業員給料及び賞与 1,699 1,549 

 雑給 631 429 

 賞与引当金繰入額 166 71 

 退職給付費用 55 52 

 法定福利及び厚生費 328 280 

 運送費及び保管費 2,218 1,500 

 水道光熱費 843 674 

 消耗品費 128 143 

 修繕費 102 79 

 支払手数料 637 1,016 

 減価償却費 810 763 

 地代家賃 3,563 1,210 

 賃借料 498 2,778 

 貸倒引当金繰入額 △0 2 

 その他 616 714 

 販売費及び一般管理費合計 13,252 12,349 

営業損失（△） △1,690 △3,000 

営業外収益   

 受取利息 58 29 

 受取配当金 - 18 

 解約精算金 28 1 

 投資有価証券売却益 4 52 

 システム導入負担金 - 54 

 その他 12 16 

 営業外収益合計 104 173 

営業外費用   

 支払利息 72 48 

 減価償却費 8 3 

 支払手数料 82 - 

 その他 4 4 

 営業外費用合計 167 56 

経常損失（△） △1,753 △2,884 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年３月１日 

 至 平成30年２月28日) 

特別利益   

 固定資産売却益 71 - 

 受取補償金 75 140 

 事業分離における移転利益 1,449 6,065 

 その他 2 0 

 特別利益合計 1,598 6,205 

特別損失   

 減損損失 391 77 

 店舗閉鎖損失 175 464 

 解約違約金 - 1,389 

 希望退職関連費用 - 590 

 その他 50 89 

 特別損失合計 617 2,611 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

△773 709 

法人税、住民税及び事業税 16 26 

法人税等調整額 1 2 

法人税等合計 17 28 

当期純利益又は当期純損失（△） △790 680 

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株
主に帰属する当期純損失（△） 

△68 111 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株
主に帰属する当期純損失（△） 

△722 569 
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【訂正後】 

連結損益計算書 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年３月１日 

 至 平成30年２月28日) 

営業収入   

 加盟店からの収入 7,583 6,760 

 その他の営業収入 2,465 1,489 

 営業収入合計 10,048 8,249 

売上高 6,349 4,325 

営業総収入合計 16,398 12,575 

売上原価 4,836 3,226 

売上総利益 1,512 1,098 

営業総利益 11,561 9,348 

販売費及び一般管理費   

 販売手数料 584 705 

 広告宣伝費 286 327 

 役員報酬 82 48 

 従業員給料及び賞与 1,699 1,549 

 雑給 631 429 

 賞与引当金繰入額 166 71 

 退職給付費用 55 52 

 法定福利及び厚生費 328 280 

 運送費及び保管費 2,218 1,500 

 水道光熱費 843 674 

 消耗品費 128 143 

 修繕費 102 79 

 支払手数料 637 1,016 

 減価償却費 810 763 

 地代家賃 3,563 1,210 

 賃借料 498 2,778 

 貸倒引当金繰入額 △0 2 

 その他 616 714 

 販売費及び一般管理費合計 13,252 12,349 

営業損失（△） △1,690 △3,000 

営業外収益   

 受取利息 58 29 

 受取配当金 0 18 

 解約精算金 28 1 

 投資有価証券売却益 4 52 

 システム導入負担金 - 54 

 その他 12 16 

 営業外収益合計 104 173 

営業外費用   

 支払利息 72 48 

 減価償却費 8 3 

 支払手数料 82 - 

 その他 4 4 

 営業外費用合計 167 56 

経常損失（△） △1,753 △2,884 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年３月１日 

 至 平成30年２月28日) 

特別利益   

 固定資産売却益 71 - 

 受取補償金 75 140 

 事業分離における移転利益 1,449 6,065 

 その他 2 0 

 特別利益合計 1,598 6,205 

特別損失   

 減損損失 391 77 

 店舗閉鎖損失 175 464 

 解約違約金 34 1,389 

 希望退職関連費用 - 590 

 その他 15 89 

 特別損失合計 617 2,611 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

△773 709 

法人税、住民税及び事業税 16 26 

法人税等調整額 1 2 

法人税等合計 17 28 

当期純利益又は当期純損失（△） △790 680 

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株
主に帰属する当期純損失（△） 

△68 111 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株
主に帰属する当期純損失（△） 

△722 569 
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（４）添付資料12ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年３月１日 

 至 平成30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又は税金等調整前当
期純損失（△） 

△773 709 

 減価償却費 819 766 

 減損損失 391 77 

 店舗閉鎖損失 175 464 

 事業分離における移転利益 △1,449 △6,065 

 投資有価証券売却損益（△は益） △4 △52 

 固定資産売却損益（△は益） △71 - 

 受取補償金 △75 △140 

 解約違約金 - 1,369 

 解約精算金 △28 △1 

 希望退職関連費用 0 590 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 2 

 受取利息及び受取配当金 △59 △48 

 支払利息 72 48 

 支払手数料 82 - 

 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 319 854 

 未収入金の増減額（△は増加） △30 666 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 59 59 

 前払費用の増減額（△は増加） 124 225 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 33 54 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,051 △2,391 

 未払金の増減額（△は減少） △94 997 

 預り金の増減額（△は減少） △1,040 △1,731 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △3 △233 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △41 △140 

 その他 18 △35 

 小計 △2,626 △3,953 

 利息及び配当金の受取額 59 48 

 利息の支払額 △72 △48 

 支払手数料の支払額 △82 - 

 補償金の受取額 75 140 

 違約金の支払額 - △1,369 

 解約精算金の受取額 28 1 

 希望退職関連費用の支払額 - △590 

 法人税等の支払額 △17 △8 

 法人税等の還付額 0 △0 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,634 △5,780 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年３月１日 

 至 平成30年２月28日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △50 - 

 定期預金の払戻による収入 151 50 

 有形固定資産の取得による支出 △21 △158 

 有形固定資産の売却による収入 287 - 

 敷金及び保証金の差入による支出 △35 △13 

 敷金及び保証金の回収による収入 713 385 

 無形固定資産の取得による支出 △91 △86 

 事業分離による収入 3,772 10,996 

 店舗閉鎖等に伴う支出 △1,098 △1,145 

 投資有価証券の売却による収入 14 58 

 その他 △29 △33 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 3,614 10,054 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △400 - 

 長期借入れによる収入 1,800 - 

 長期借入金の返済による支出 - △1,800 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △794 △2,993 

 非支配株主からの払込みによる収入 240 192 

 非支配株主への払戻による支出 △68 △46 

 非支配株主からの出資受入による収入 - 2,873 

 配当金の支払額 △0 △0 

 非支配株主への配当金の支払額 △1 △242 

 その他 △0 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 775 △2,016 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,754 2,257 

現金及び現金同等物の期首残高 850 2,605 

現金及び現金同等物の期末残高 2,605 4,863 
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【訂正後】 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年３月１日 

 至 平成30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損失（△） △773 709 

 減価償却費 819 766 

 減損損失 391 77 

 店舗閉鎖損失 175 464 

 事業分離における移転利益 △1,449 △6,065 

 投資有価証券売却損益（△は益） △4 △52 

 固定資産売却損益（△は益） △71 - 

 受取補償金 △75 △140 

 解約違約金 34 1,389 

 解約精算金 △28 △1 

 希望退職関連費用 - 590 

 システム導入負担金 - △54 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 2 

 受取利息及び受取配当金 △59 △48 

 支払利息 72 48 

 支払手数料 82 - 

 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 319 854 

 未収入金の増減額（△は増加） △30 666 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 59 59 

 前払費用の増減額（△は増加） 124 225 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 33 54 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,051 △2,391 

 未払金の増減額（△は減少） △94 △54 

 預り金の増減額（△は減少） △1,040 △1,731 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △3 △233 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △41 △140 

 その他 18 △35 

 小計 △2,591 △5,040 

 利息及び配当金の受取額 59 48 

 利息の支払額 △72 △48 

 支払手数料の支払額 △82 - 

 補償金の受取額 75 140 

 違約金の支払額 △34 △1,131 

 解約精算金の受取額 28 1 

 希望退職関連費用の支払額 - △83 

 システム導入負担金の受取額 - 54 

 法人税等の支払額 △17 △21 

 法人税等の還付額 0 - 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,634 △6,081 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年３月１日 

 至 平成30年２月28日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △50 - 

 定期預金の払戻による収入 151 50 

 有形固定資産の取得による支出 △21 △158 

 有形固定資産の売却による収入 287 - 

 敷金及び保証金の差入による支出 △35 △14 

 敷金及び保証金の回収による収入 713 378 

 無形固定資産の取得による支出 △91 △86 

 事業分離による収入 3,772 11,019 

 店舗閉鎖等に伴う支出 △1,098 △1,202 

 投資有価証券の売却による収入 14 58 

 その他 △29 68 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 3,614 10,113 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △400 - 

 長期借入れによる収入 1,800 - 

 長期借入金の返済による支出 - △1,800 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △794 △2,993 

 非支配株主からの払込みによる収入 240 - 

 非支配株主への払戻による支出 △68 △46 

 配当金の支払額 △0 △0 

 非支配株主への配当金の支払額 △1 △0 

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売
却による収入 

- 3,066 

 その他 △0 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 775 △1,774 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,754 2,257 

現金及び現金同等物の期首残高 850 2,605 

現金及び現金同等物の期末残高 2,605 4,863 

 

                                      以 上 


