
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成26年６月４日

【事業年度】 第42期(自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)

【会社名】 株式会社カルラ

【英訳名】 Karula Co.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　井上善行

【本店の所在の場所】 宮城県黒川郡富谷町成田九丁目２番地９

【電話番号】 022(351)5888

【事務連絡者氏名】 取締役秘書室担当　清水あさ子

【最寄りの連絡場所】 宮城県黒川郡富谷町成田九丁目２番地９

【電話番号】 022(351)5888

【事務連絡者氏名】 取締役秘書室担当　清水あさ子

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 
 

EDINET提出書類

株式会社カルラ(E03422)

訂正有価証券報告書

1/5



１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年５月30日に提出いたしました第42期(自　平成25年３月１日　至平成26年２月28日)有価証券報告

書　　　　　　　　　　　　　　　　　　の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券

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５　経理の状況

　　　１ 連結財務諸表等

　　　　(１) 連結財務諸表

　　　　　④ 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。

　

第一部　【企業情報】　

　第５　【経理の状況】

　　　１【連結財務諸表等】

　　　　(１)【連結財務諸表】

         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24年３月１日
　至 平成25年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成25年３月１日
　至 平成26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 417,272 287,635

 減価償却費 297,954 284,756

 減損損失 1,955 69,565

 受取利息 △16,343 △14,552

 支払利息 44,840 34,216

 投資有価証券売却損益(△は益) △1,736 △49

 投資有価証券評価損益(△は益) 1,717 －

 有形固定資産売却損益（△は益） 2,190 △3,784

 固定資産除却損 17,234 16,337

 店舗閉鎖損失 1,026 2,783

 受取補償金 △11,961 △10,018

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,677 52,224

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,527 △13,990

 たな卸資産の増減額（△は増加） △27,351 △20,503

 仕入債務の増減額（△は減少） 32,289 △4,446

 未払金の増減額（△は減少） △6,978 △15,567

 未払消費税等の増減額（△は減少） 12,388 △11,735

 前受金の増減額（△は減少） 4,333 1,474

 未収入金の増減額（△は増加） △355 △126

 その他 7,569 16,671

 小計 781,250 670,887

 利息の受取額 16,286 1,661

 利息の支払額 △43,918 △33,778

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 11,961 10,018

 補償金の受取額 △413,192 △142,921

 営業活動によるキャッシュ・フロー 352,387 500,430
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           (単位：千円)

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

当連結会計年度
(自 平成25年３月１日
　至 平成26年２月28日)

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 △470,857 △640,494

 有形固定資産の売却による収入 9,812 6,368

 投資有価証券の取得による支出 △53,299 -

 投資有価証券の売却による収入 7,582 23,776

 貸付けによる支出 △137,624 △116,261

 貸付金の回収による収入 165,819 183,678

 敷金及び保証金の差入による支出 △24,137 △12,734

 敷金及び保証金の回収による収入 41,997 21,370

 その他 △5,399 △33,660

 投資活動によるキャッシュ・フロー △466,107 △567,956

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 1,200,000 1,000,000

 長期借入金の返済による支出 △952,136 △838,072

 配当金の支払額 △59,881 △59,954

 財務活動によるキャッシュ・フロー 187,982 101,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,262 34,447

現金及び現金同等物の期首残高 708,752 783,015

現金及び現金同等物の期末残高
※1  783,015 ※1  817,462
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(訂正後)

 　

           (単位：千円)

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

当連結会計年度
(自 平成25年３月１日
　至 平成26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 417,272 287,635

 減価償却費 297,954 284,756

 減損損失 1,955 69,565

 受取利息 △16,343 △14,552

 支払利息 44,840 34,216

 投資有価証券売却損益(△は益) △1,736 △49

 投資有価証券評価損益(△は益) 1,717 －

 有形固定資産売却損益（△は益） 2,190 △3,784

 固定資産除却損 17,234 16,337

 店舗閉鎖損失 1,026 2,783

 受取補償金 △11,961 △10,018

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,677 52,224

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,527 △13,990

 たな卸資産の増減額（△は増加） △27,351 △20,503

 仕入債務の増減額（△は減少） 32,289 △4,446

 未払金の増減額（△は減少） △6,978 △15,567

 未払消費税等の増減額（△は減少） 12,388 △11,735

 前受金の増減額（△は減少） 4,333 1,474

 未収入金の増減額（△は増加） △355 △126

 その他 7,569 16,671

 小計 781,250 670,887

 利息の受取額 16,286 1,661

 利息の支払額 △43,918 △33,778

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △413,192 △148,359

 補償金の受取額 11,961 10,018

 営業活動によるキャッシュ・フロー 352,387 500,430
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           (単位：千円)

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

当連結会計年度
(自 平成25年３月１日
　至 平成26年２月28日)

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 △470,857 △640,494

 有形固定資産の売却による収入 9,812 6,368

 投資有価証券の取得による支出 △53,299 -

 投資有価証券の売却による収入 7,582 23,776

 貸付けによる支出 △137,624 △116,261

 貸付金の回収による収入 165,819 183,678

 敷金及び保証金の差入による支出 △24,137 △12,734

 敷金及び保証金の回収による収入 41,997 21,370

 その他 △5,399 △33,660

 投資活動によるキャッシュ・フロー △466,107 △567,956

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 1,200,000 1,000,000

 長期借入金の返済による支出 △952,136 △838,072

 配当金の支払額 △59,881 △59,954

 財務活動によるキャッシュ・フロー 187,982 101,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,262 34,447

現金及び現金同等物の期首残高 708,752 783,015

現金及び現金同等物の期末残高
※1  783,015 ※1  817,462
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