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２０１９年５月１６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：7544、東証第二部) 

問合せ先 コーポレート統括 六 川 靖 夫 

 (TEL.０４５－６５１－２１１１) 

 

 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「2019年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正

について 
  
 

 

2019年４月12日付けで開示しました「2019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 

「2019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 

１．2019年２月期の連結業績（2018年３月１日～2019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 

2019年2月期 △1,146 137 △241 3,612 

2018年2月期 △6,081 1,013 △1,774 4,863 

  

【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 

2019年2月期 △1,087 78 △241 3,612 

2018年2月期 △6,081 1,013 △1,774 4,863 
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（２）サマリー情報 
 （参考）個別業績の概要 

  2019年2月期の個別業績（2018年3月1日～2019年2月28日） 

  （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 

 2019年２月期 4,154 3,834 92.2 506.21 

 2018年２月期 5,195 4,044 77.9 534.01 

 

【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 

 2019年２月期 4,154 3,834 92.3 506.21 

 2018年２月期 5,195 4,044 77.9 534.01 

 

 

（３）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12億50百万円減少し、36億12百

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損失が１億23百万円、事業分離における移転利益が２億

35百万円の支出（前連結会計年度は60億65百万円の支出）、未払金が５億24百万円の減少、希望退職関連費用の支払額

が５億７百万円となったこと等により、前連結会計年度より49億34百万円少ない11億46百万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、有形固定資産の取得による支出が１億１百万円、事業分離による収入が１億

82百万円（前連結会計年度は110億19百万円の収入）となったこと等により、前連結会計年度より99億75百万円少ない

１億37百万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、長期借入金の返済による支出（同18億円の支出）、ファイナンス・リース債

務の返済による支出（同29億93百万円の支出）が０円、非支配株主への配当金の支払い額が２億41百万円となったこと

等により、前連結会計年度より15億32百万円少ない２億41百万円の支出となりました。 

 

 

【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12億50百万円減少し、36億12百

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損失が１億23百万円、事業分離における移転利益が２億

35百万円の支出（前連結会計年度は60億65百万円の支出）、未払金が４億60百万円の減少、希望退職関連費用の支払額

が５億７百万円となったこと等により、前連結会計年度より49億93百万円少ない10億87百万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、有形固定資産の取得による支出が１億１百万円、事業分離による収入が１億

35百万円（前連結会計年度は110億19百万円の収入）となったこと等により、前連結会計年度より100億35百万円少ない

78百万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、長期借入金の返済による支出（同18億円の支出）、ファイナンス・リース債

務の返済による支出（同29億93百万円の支出）が０円、非支配株主への配当金の支払い額が２億41百万円となったこと

等により、前連結会計年度より15億32百万円少ない２億41百万円の支出となりました。 
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（４）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 2017年３月１日 
 至 2018年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2018年３月１日 
 至 2019年２月28日) 

営業収入   

 加盟店からの収入 6,760 8,718 

 その他の営業収入 1,489 40 

 営業収入合計 8,249 8,758 

売上高 4,325 3,224 

営業総収入合計 12,575 11,983 

売上原価 3,226 2,371 

売上総利益 1,098 852 

営業総利益 9,348 9,611 

販売費及び一般管理費   

 販売手数料 705 1,004 

 広告宣伝費 327 144 

 役員報酬 48 49 

 従業員給料及び賞与 1,549 755 

 雑給 429 306 

 賞与引当金繰入額 71 84 

 退職給付費用 52 22 

 法定福利及び厚生費 280 155 

 運送費及び保管費 1,500 30 

 水道光熱費 674 474 

 消耗品費 143 81 

 修繕費 79 38 

 支払手数料 1,016 1,819 

 減価償却費 763 23 

 地代家賃 1,210 933 

 賃借料 2,778 3,668 

 貸倒引当金繰入額 2 9 

 その他 714 293 

 販売費及び一般管理費合計 12,349 9,895 

営業損失（△） △3,000 △283 

営業外収益   

 受取利息 29 5 

 受取配当金 18 0 

 受取賃貸料 - 10 

 受取負担金 - 24 

 解約精算金 1 - 

 投資有価証券売却益 52 - 

 システム導入負担金 54 - 

 その他 16 10 

 営業外収益合計 173 50 

営業外費用   

 支払利息 48 - 

 減価償却費 3 - 

 支払手数料 - - 

 その他 4 - 

 営業外費用合計 56 - 

経常損失（△） △2,884 △232 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年３月１日 
 至 2018年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2018年３月１日 
 至 2019年２月28日) 

特別利益   

 受取補償金 140 - 

 事業分離における移転利益 6,065 235 

 賃貸借契約解約益 - 42 

 その他 0 - 

 特別利益合計 6,205 277 

特別損失   

 減損損失 77 116 

 店舗閉鎖損失 464 13 

 賃貸借契約解約損 - 36 

 解約違約金 1,389 - 

 希望退職関連費用 590 - 

 その他 89 2 

 特別損失合計 2,611 168 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

709 △123 

法人税、住民税及び事業税 26 4 

法人税等調整額 2 0 

法人税等合計 28 4 

当期純利益又は当期純損失（△） 680 △128 

非支配株主に帰属する当期純利益 111 39 

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（△） 

569 △167 
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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 2017年３月１日 
 至 2018年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2018年３月１日 
 至 2019年２月28日) 

営業収入   

 加盟店からの収入 6,760 8,718 

 その他の営業収入 1,489 40 

 営業収入合計 8,249 8,758 

売上高 4,325 3,224 

営業総収入合計 12,575 11,983 

売上原価 3,226 2,371 

売上総利益 1,098 852 

営業総利益 9,348 9,611 

販売費及び一般管理費   

 販売手数料 705 1,004 

 広告宣伝費 327 144 

 役員報酬 48 49 

 従業員給料及び賞与 1,549 755 

 雑給 429 306 

 賞与引当金繰入額 71 84 

 退職給付費用 52 22 

 法定福利及び厚生費 280 155 

 運送費及び保管費 1,500 30 

 水道光熱費 674 474 

 消耗品費 143 81 

 修繕費 79 38 

 支払手数料 1,016 1,819 

 減価償却費 763 23 

 地代家賃 1,210 275 

 賃借料 2,778 4,326 

 貸倒引当金繰入額 2 9 

 その他 714 293 

 販売費及び一般管理費合計 12,349 9,895 

営業損失（△） △3,000 △283 

営業外収益   

 受取利息 29 5 

 受取配当金 18 0 

 受取賃貸料 - 10 

 受取負担金 4 24 

 解約精算金 1 - 

 投資有価証券売却益 52 - 

 システム導入負担金 54 - 

 その他 12 10 

 営業外収益合計 173 50 

営業外費用   

 支払利息 48 - 

 減価償却費 3 - 

 支払手数料 - - 

 その他 4 - 

 営業外費用合計 56 - 

経常損失（△） △2,884 △232 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年３月１日 
 至 2018年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2018年３月１日 
 至 2019年２月28日) 

特別利益   

 受取補償金 140 - 

 事業分離における移転利益 6,065 235 

 賃貸借契約解約益 - 42 

 その他 0 - 

 特別利益合計 6,205 277 

特別損失   

 減損損失 77 116 

 店舗閉鎖損失 464 13 

 賃貸借契約解約損 - 36 

 解約違約金 1,389 - 

 希望退職関連費用 590 - 

 その他 89 2 

 特別損失合計 2,611 168 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

709 △123 

法人税、住民税及び事業税 26 4 

法人税等調整額 2 0 

法人税等合計 28 4 

当期純利益又は当期純損失（△） 680 △128 

非支配株主に帰属する当期純利益 111 39 

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（△） 

569 △167 
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（５）添付資料10ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

  前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） 

 (単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,396 1,645 △2,336 △86 619 

当期変動額      

減資による資本金か

ら準備金または剰余

金への振替 

△1,296 1,296   - 

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（△） 

  569  569 

自己株式の取得    △0 △0 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

 2,873   2,873 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

     

当期変動額合計 △1,296 4,169 569 △0 3,442 

当期末残高 100 5,814 △1,767 △86 4,061 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 11 11 207 837 

当期変動額     

減資による資本金か

ら準備金または剰余

金への振替 

   - 

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（△） 

   569 

自己株式の取得    △0 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

   2,873 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

2 2 15 18 

当期変動額合計 2 2 15 3,460 

当期末残高 13 13 222 4,298 
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  当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） 

 (単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 100 5,814 △1,767 △86 4,061 

当期変動額      

減資による資本金か

ら準備金または剰余

金への振替 

    - 

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（△） 

  △167  △167 

自己株式の取得    △0 △0 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

    - 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

     

当期変動額合計 - - △167 △0 △167 

当期末残高 100 5,814 △1,934 △86 3,893 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 13 13 222 4,298 

当期変動額     

減資による資本金か

ら準備金または剰余

金への振替 

   - 

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（△） 

   △167 

自己株式の取得    △0 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

   - 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

△6 △6 39 32 

当期変動額合計 △6 △6 39 △134 

当期末残高 7 7 261 4,163 
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【訂正後】 

  前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） 

 (単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,396 1,645 △2,336 △86 619 

当期変動額      

資本金から資本剰余

金への振替 
△1,296 1,296   - 

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（△） 

  569  569 

自己株式の取得    △0 △0 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

 2,873   2,873 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

     

当期変動額合計 △1,296 4,169 569 △0 3,442 

当期末残高 100 5,814 △1,767 △86 4,061 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 11 11 207 837 

当期変動額     

資本金から資本剰余

金への振替 
   - 

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（△） 

   569 

自己株式の取得    △0 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

   2,873 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

2 2 15 18 

当期変動額合計 2 2 15 3,460 

当期末残高 13 13 222 4,298 
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  当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） 

 (単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 100 5,814 △1,767 △86 4,061 

当期変動額      

資本金から資本剰余

金への振替 
    - 

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（△） 

  △167  △167 

自己株式の取得    △0 △0 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

    - 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

     

当期変動額合計 - - △167 △0 △167 

当期末残高 100 5,814 △1,934 △86 3,893 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 13 13 222 4,298 

当期変動額     

資本金から資本剰余

金への振替 
   - 

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（△） 

   △167 

自己株式の取得    △0 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

   - 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

△6 △6 39 32 

当期変動額合計 △6 △6 39 △134 

当期末残高 7 7 261 4,163 
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（６）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 2017年３月１日 
 至 2018年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2018年３月１日 
 至 2019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（△） 

709 △123 

 減価償却費 766 23 

 減損損失 77 116 

 店舗閉鎖損失 464 13 

 賃貸借契約解約損 - 36 

 事業分離における移転利益 △6,065 △235 

 投資有価証券売却損益（△は益） △52 - 

 受取補償金 △140 - 

 解約違約金 1,389 - 

 解約精算金 △1 - 

 希望退職関連費用 590 - 

 システム導入負担金 △54 - 

 賃貸借契約解約益 - △42 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 9 

 受取利息及び受取配当金 △48 △5 

 支払利息 48 - 

 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 854 - 

 未収入金の増減額（△は増加） 666 22 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 59 △12 

 前払費用の増減額（△は増加） 225 △7 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 54 33 

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,391 △12 

 未払金の増減額（△は減少） △54 △524 

 預り金の増減額（△は減少） △1,731 7 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △233 93 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △140 △11 

 その他 △35 4 

 小計 △5,040 △614 

 利息及び配当金の受取額 48 5 

 利息の支払額 △48 - 

 補償金の受取額 140 - 

 違約金の支払額 △1,131 - 

 解約精算金の受取額 1 - 

 希望退職関連費用の支払額 △83 △507 

 システム導入負担金の受取額 54 - 

 法人税等の支払額 △21 △30 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △6,081 △1,146 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年３月１日 
 至 2018年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2018年３月１日 
 至 2019年２月28日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 50 - 

 有形固定資産の取得による支出 △158 △101 

 敷金及び保証金の差入による支出 △14 △0 

 敷金及び保証金の回収による収入 378 72 

 無形固定資産の取得による支出 △86 - 

 事業分離による収入 11,019 182 

 店舗閉鎖等に伴う支出 △1,202 △3 

 賃貸借契約解約損に伴う支出 - △2 

 投資有価証券の売却による収入 58 - 

 その他 68 △10 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 10,113 137 

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 △1,800 - 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,993 - 

 自己株式の取得による支出 - △0 

 非支配株主への払戻による支出 △46 - 

 配当金の支払額 △0 - 

 非支配株主への配当金の支払額 △0 △241 

 
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 - 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,774 △241 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,257 △1,250 

現金及び現金同等物の期首残高 2,605 4,863 

現金及び現金同等物の期末残高 4,863 3,612 
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【訂正後】 

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

(自 2017年３月１日 
 至 2018年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2018年３月１日 
 至 2019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（△） 

709 △123 

 減価償却費 766 23 

 減損損失 77 116 

 店舗閉鎖損失 464 13 

 賃貸借契約解約損 - 36 

 事業分離における移転利益 △6,065 △235 

 投資有価証券売却損益（△は益） △52 - 

 受取補償金 △140 - 

 解約違約金 1,389 - 

 解約精算金 △1 - 

 希望退職関連費用 590 - 

 システム導入負担金 △54 - 

 賃貸借契約解約益 - △42 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 5 

 受取利息及び受取配当金 △48 △5 

 支払利息 48 - 

 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 854 - 

 未収入金の増減額（△は増加） 666 26 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 59 △12 

 前払費用の増減額（△は増加） 225 11 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 54 12 

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,391 △12 

 未払金の増減額（△は減少） △54 △460 

 預り金の増減額（△は減少） △1,731 △20 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △233 90 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △140 17 

 その他 △35 1 

 小計 △5,040 △555 

 利息及び配当金の受取額 48 5 

 利息の支払額 △48 - 

 補償金の受取額 140 - 

 違約金の支払額 △1,131 - 

 解約精算金の受取額 1 - 

 希望退職関連費用の支払額 △83 △507 

 システム導入負担金の受取額 54 - 

 法人税等の支払額 △21 △29 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △6,081 △1,087 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年３月１日 
 至 2018年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2018年３月１日 
 至 2019年２月28日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 50 - 

 有形固定資産の取得による支出 △158 △101 

 敷金及び保証金の差入による支出 △14 △0 

 敷金及び保証金の回収による収入 378 72 

 無形固定資産の取得による支出 △86 - 

 事業分離による収入  11,019  135 

 店舗閉鎖等に伴う支出 △1,202 △19 

 賃貸借契約解約損に伴う支出 - △2 

 投資有価証券の売却による収入 58 - 

 その他 68 △7 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 10,113 78 

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 △1,800 - 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,993 - 

 非支配株主への払戻による支出 △46 - 

 配当金の支払額 △0 - 

 非支配株主への配当金の支払額 △0 △241 

 
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 △1,774 △241 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,257 △1,250 

現金及び現金同等物の期首残高 2,605 4,863 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,863 ※1 3,612 

 

以 上  


