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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成29年10月11日に提出いたしました第39期第２四半期（自　平成29年６月１日　至　平成29年８月31日）四半期

報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

第２ 【事業の状況】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　（３）キャッシュ・フローの状況

第４ 【経理の状況】

１ 【四半期連結財務諸表】

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 
１ 【主要な経営指標等の推移】

（訂正前)

回次
第38期

第２四半期連結
累計期間

第39期
第２四半期連結

累計期間
第38期

会計期間

自　平成28年
   ３月１日
至　平成28年
   ８月31日

自　平成29年
   ３月１日
至　平成29年
   ８月31日

自　平成28年
   ３月１日
至　平成29年
   ２月28日

(中略）     

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円） 12,453 13,032 9,522

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △6,650 △6,508 △12,689

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △905 △2,604 642

現金及び現金同等物の
四半期末(期末）残高

（百万円） 18,487 14,973 11,060
 

（略）

 
（訂正後)

回次
第38期

第２四半期連結
累計期間

第39期
第２四半期連結

累計期間
第38期

会計期間

自　平成28年
   ３月１日
至　平成28年
   ８月31日

自　平成29年
   ３月１日
至　平成29年
   ８月31日

自　平成28年
   ３月１日
至　平成29年
   ２月28日

(中略）     

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円） 12,453 11,733 9,522

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △6,650 △5,209 △12,689

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △905 △2,604 642

現金及び現金同等物の
四半期末(期末）残高

（百万円） 18,487 14,973 11,060
 

（略）
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第２ 【事業の状況】

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(3)キャッシュ・フローの状況

（訂正前)

　　(中略)

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、130億32百万円の収入（前年同期比５億79百万円の増加）となりました。

これは主に、仕入債務の増加額53億35百万円、減価償却費37億57百万円、税金等調整前四半期純利益11億31百万円

によります。

②投資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・フローは、65億８百万円の支出（前年同期比１億41百万円の減少）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出49億89百万円、差入保証金の差入による支出13億89百万円によりま

す。

（略）

 
（訂正後)

　　(中略)

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、117億33百万円の収入（前年同期比７億19百万円の減少）となりました。

これは主に、仕入債務の増加額53億35百万円、減価償却費37億57百万円、税金等調整前四半期純利益11億31百万円

によります。

②投資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・フローは、52億９百万円の支出（前年同期比14億40百万円の減少）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出49億89百万円、差入保証金の差入による支出13億89百万円によりま

す。

（略）
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第４ 【経理の状況】

１ 【四半期連結財務諸表】

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前)

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 (中略）   

 未収入金の増減額（△は増加） △696 △631

 仕入債務の増減額（△は減少） 5,297 5,335

 加盟店借勘定の増減額（△は減少） 474 498

 未払金の増減額（△は減少） 716 915

 預り金の増減額（△は減少） 137 △152

 その他 1,797 1,249

 小計 13,281 13,007

 (中略)   

 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,453 13,032

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 △5,166 △4,989

 有形固定資産の売却による収入 71 20

 無形固定資産の取得による支出 △471 △415

 貸付けによる支出 △125 △139

 貸付金の回収による収入 54 70

 (中略)   

 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,650 △6,508
 

 

（訂正後)

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 (中略）   

 未収入金の増減額（△は増加） △696 △1,931

 仕入債務の増減額（△は減少） 5,297 5,335

 加盟店借勘定の増減額（△は減少） 474 498

 未払金の増減額（△は減少） 716 915

 預り金の増減額（△は減少） 137 △152

 その他 1,797 1,249

 小計 13,281 11,707

 （中略)   

 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,453 11,733

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 △5,166 △4,989

 有形固定資産の売却による収入 71 20

 無形固定資産の取得による支出 △471 △415

 投資有価証券の売却による収入 － 1,299

 貸付けによる支出 △125 △139

 貸付金の回収による収入 54 70

 (中略)   

 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,650 △5,209
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