
 
2013 年 5 月 14 日 

株主各位 
東京都品川区東五反田五丁目 10 番 18 号 

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 
代表取締役社長 岡本 晴彦 

（コード番号：3387 東証マザーズ） 
お問い合わせ先 専務取締役 川井 潤 

電話 03-5488-8001（代表） 

（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)」の一部訂正に関するお知らせ 
 
 当社が平成 25 年４月 12 日に発表いたしました「平成 25 年２月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
の記載の内容について一部記載誤りがありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに下記の

通り訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 
 

記 
１． 訂正箇所 サマリー情報 
 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) 

【訂正前】 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

  （百万円未満切り捨て） 

 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 

 

25 年２月期 

24 年２月期 

百万円 

3,225 

2,936 

百万円

△2,232

△2,017

百万円 

445 

1,217 

百万円

5,649

3,808

 

【訂正後】 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

  （百万円未満切り捨て） 

 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 

 

25 年２月期 

24 年２月期 

百万円 

3,602 

2,936 

百万円

△2,604

△2,017

百万円 

441 

1,217 

百万円

5,649

3,808
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 （２）財政状態に関する分析 ②キャッシュ･フローの状況 

【訂正前】 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、営業活動によるキャ

ッシュ･フローが 3,225 百万円（前連結会年度比 9.9％増）の資金増、投資活動によるキャッ

シュ･フローが 2,232 百万円（前連結会年度比 10.7％増）の資金源、財務活動によるキャッシ

ュ･フローが 445 百万円の資金増（前連結会計年度比 63.4％減）となり、更に換算差額等を加

味した当連結会計年度末の資金残高は 5,649 百万円（前連結会計年度比 48.3％増）となりま

した。（省略） 



 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は 3,225 百万円となりました。 

（省略） 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度における投資活動によって使用した資金は 2,232 百万円となりました。 

（省略） 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度における財務活動によって得られた資金は 445 百万円となりました。 

（省略） 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成 25 年２月期 

自己資本比率（％） 19.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 85.4 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率(年) 3.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 43.7 

 

 

【訂正後】 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、営業活動によるキャ

ッシュ･フローが 3,602 百万円（前連結会年度比 22.7％増）の資金増、投資活動によるキャッ

シュ･フローが 2,604 百万円（前連結会年度比 29.1％増）の資金源、財務活動によるキャッシ

ュ･フローが 441 百万円の資金増（前連結会計年度比 63.8％減）となり、更に換算差額等を加

味した当連結会計年度末の資金残高は 5,649 百万円（前連結会計年度比 48.3％増）となりま

した。（省略） 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は 3,602 百万円となりました。 

（省略） 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度における投資活動によって使用した資金は 2,604 百万円となりました。 

（省略） 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

  当連結会計年度における財務活動によって得られた資金は 441 百万円となりました。 

（省略） 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成 25 年２月期 

自己資本比率（％） 19.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 85.4 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率(年) 2.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 48.9 
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【訂正前】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（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 2,345,329 2,593,926

減価償却費 1,101,672 1,350,585

減損損失 410,740 198,428

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 522,279 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 16,249 △112,847

受取利息 △220 △592

支払利息 55,768 73,114

固定資産除却損 53,500 24,284

売上債権の増減額（△は増加） 27,082 81,603

たな卸資産の増減額（△は増加） 71,934 △55,827

その他の資産の増減額（△は増加） 501,991 △194,821

仕入債務の増減額（△は減少） △65,623 98,212

未払金の増減額（△は減少） 44,381 △51,877

未払費用の増減額（△は減少） △152,631 84,315

未払消費税等の増減額（△は減少） △552,034 584,592

その他の負債の増減額（△は減少） △42,099 △15,238

その他 45,837 35,683

小計 4,384,157 4,693,542

利息及び配当金の受取額 220 592

利息の支払額 △56,896 △73,733

法人税等の支払額 △1,391,123 △1,394,831

法人税等の還付額 10 48

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,936,367 3,225,618

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 △1,329,500 △1,718,196

有形固定資産の売却による収入 597 5,374

資産除去債務の履行による支出 △107,143 △69,793

無形固定資産の取得による支出 － △31,847

差入保証金の差入による支出 △84,950 △223,791

差入保証金の回収による収入 248,001 177,287

関係会社株式の取得による支出 △744,507 △205,800

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出 
－ △165,646



 

その他 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,017,504 △2,232,413

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） － 200,000

長期借入れによる収入 4,200,000 5,900,000

長期借入金の返済による支出 △2,645,224 △1,842,950

自己株式の取得による支出 － △3,428,074

配当金の支払額 △336,926 △383,124

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,217,849 445,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,446 96,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,122,266 1,535,304

現金及び現金同等物の期首残高 1,320,407 ※1  3,808,525

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 365,851 305,250

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,808,525 ※1  5,649,080

 

 

【訂正後】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 (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 2,345,329 2,593,926

減価償却費 1,101,672 1,350,585

減損損失 410,740 198,428

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 522,279 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 16,249 △112,847

受取利息 △220 △592

支払利息 55,768 73,114

固定資産除却損 53,500 24,284

売上債権の増減額（△は増加） 27,082 81,603

たな卸資産の増減額（△は増加） 71,934 △55,827

その他の資産の増減額（△は増加） 501,991 176,879

仕入債務の増減額（△は減少） △65,623 98,212

未払金の増減額（△は減少） 44,381 △51,877

未払費用の増減額（△は減少） △152,631 84,315

未払消費税等の増減額（△は減少） △552,034 584,592

その他の負債の増減額（△は減少） △42,099 △10,514

その他 45,837 35,683

小計 4,384,157 5,069,967



 

利息及び配当金の受取額 220 592

利息の支払額 △56,896 △73,733

法人税等の支払額 △1,391,123 △1,394,831

法人税等の還付額 10 48

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,936,367 3,602,043

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 △1,329,500 △1,718,196

有形固定資産の売却による収入 597 5,374

資産除去債務の履行による支出 △107,143 △69,793

無形固定資産の取得による支出 － △31,847

長期前払費用の取得による支出 － △371,701

差入保証金の差入による支出 △84,950 △223,791

差入保証金の回収による収入 248,001 177,287

関係会社株式の取得による支出 △744,507 △205,800

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出 
－ △165,646

その他 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,017,504 △2,604,114

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） － 200,000

長期借入れによる収入 4,200,000 5,900,000

長期借入金の返済による支出 △2,645,224 △1,842,950

リース債務の返済による支出 － △4,723

自己株式の取得による支出 － △3,428,074

配当金の支払額 △336,926 △383,124

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,217,849 441,126

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,446 96,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,122,266 1,535,304

現金及び現金同等物の期首残高 1,320,407 ※1 3,808,525

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 365,851 305,250

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,808,525 ※1 5,649,080

 

 

以上   


