
 

                                     

平成27年５月12日 

各    位 

会 社 名 北 雄 ラ ッ キ ー 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  桐 生  宇 優 

（ＪＡＳＤＡＱコード：２７４７） 

問合せ先 

役職・氏名 

 

取締役執行役員管理本部長 山川 浩文 

 （TEL．０１１―５５８－７０００） 

 

 

（訂正・数値データ訂正） 
「平成27年２月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 

 

 当社は、平成27年４月10日に発表した「平成27年２月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」について一部訂

正がありましたのでお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データ

も送信いたします。 

 

 

記 

 

 

１． 訂正理由 

「平成27年２月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」について、一部訂正事項が判明したためであります。 

 

２．訂正箇所 

   訂正箇所には、下線を付しております。 

 

・サマリー情報 

１．平成27年２月期の業績（平成26年３月１日～平成27年２月28日） 

(3)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 

27年２月期 1,321 △1,062 △56 600 

26年２月期 535 △177 △331 398 

 

  【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 

27年２月期 1,289 △1,030 △56 600 

26年２月期 535 △177 △331 398 

 

 



・添付資料４ページ 

１.経営成績・財政状態に関する分析 

(2)財政状態に関する分析 

④ 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） 

営業活動の結果獲得した資金は13億21百万円（前事業年度は５億35百万円の資金獲得）となりました。 

これは主に税引前当期純利益が１億76百万円、減価償却費が５億85百万円、仕入債務の増額が５億65百万

円であったことなどによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は10億62百万円（前事業年度は１億77百万円の資金使用）となりました。 

これは主に定期預金の払戻による収入が18億60百万円あったものの、定期預金の預入による支出が20億10

百万円、有形固定資産の取得による支出が８億80百万円であったことなどによるものであります。 

 

  【訂正後】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は12億89百万円（前事業年度は５億35百万円の資金獲得）となりました。 

これは主に税引前当期純利益が１億76百万円、減価償却費が５億85百万円、仕入債務の増額が５億65百万

円であったことなどによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は10億30百万円（前事業年度は１億77百万円の資金使用）となりました。 

これは主に定期預金の払戻による収入が18億60百万円あったものの、定期預金の預入による支出が20億10

百万円、有形固定資産の取得による支出が８億49百万円であったことなどによるものであります。 

 

１.経営成績・財政状態に関する分析 

(2)財政状態に関する分析 

⑤ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  【訂正前】   

 
平成23年２月期 平成24年２月期 平成25年２月期 平成26年２月期 平成27年２月期 

自己資本比率（％） 21.6 21.8 23.0 23.7 22.4 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
12.7 13.7 15.2 16.9 17.5 

キャッシュ・フロー対有利 

子負債比率（年） 
△35.2 9.0 12.8 17.0 7.3 

インタレスト・カバレッ 

ジ・レシオ（倍） 
△1.4 5.8 4.2 4.1 12.6 

 

  【訂正後】   

 
平成23年２月期 平成24年２月期 平成25年２月期 平成26年２月期 平成27年２月期 

自己資本比率（％） 21.6 21.8 23.0 23.7 22.4 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
12.7 13.7 15.2 16.9 17.5 

キャッシュ・フロー対有利 

子負債比率（年） 
△35.2 9.0 12.8 17.0 7.5 

インタレスト・カバレッ 

ジ・レシオ（倍） 
△1.4 5.8 4.2 4.1 12.3 



・添付資料17ページ 

４.財務諸表 

(4)キャッシュ・フロー計算書 

 

  【訂正前】                                   （単位：千円） 
 前事業年度 

（自 平成25年３月１日 

   至 平成26年２月28日） 

当事業年度 

（自 平成26年３月１日 

   至 平成27年２月28日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

  （中略）   

仕入債務の増減額（△は減少） 19,924 565,169 

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,883 179,139 

預り保証金の増減額（△は減少） △5,123 △10,484 

その他 △97,589 46,166 

小計 720,942 1,399,304 

利息及び配当金の受取額 12,777 13,927 

その他の収入 94,607 195,858 

利息の支払額 △131,105 △104,588 

その他の支出 △24,398 △22,673 

法人税等の支払額 △136,887 △160,820 

営業活動によるキャッシュ・フロー 535,936 1,321,007 

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 △1,840,000 △2,010,000 

定期預金の払戻による収入 1,650,000 1,860,000 

有形固定資産の取得による支出 △339,118 △880,700 

有形固定資産の売却による収入 450,809 － 

無形固定資産の取得による支出 △9,409 △9,365 

固定資産の除却による支出 － △42,520 

事業譲渡による収入 － 25,000 

差入保証金の差入による支出 △221,818 △153,865 

差入保証金の回収による収入 113,198 153,554 

その他 18,910 △4,586 

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,427 △1,062,483 

 

 

 



  【訂正後】                                   （単位：千円） 
 前事業年度 

（自 平成25年３月１日  

   至 平成26年２月28日） 

当事業年度 

（自 平成26年３月１日 

   至 平成27年２月28日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

  （中略）   

仕入債務の増減額（△は減少） 19,924 565,169 

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,883 141,573 

預り保証金の増減額（△は減少） △5,123 △10,484 

その他 △97,589 52,216 

小計 720,942 1,367,787 

利息及び配当金の受取額 12,777 13,927 

その他の収入 94,607 195,858 

利息の支払額 △131,105 △104,588 

その他の支出 △24,398 △22,673 

法人税等の支払額 △136,887 △160,820 

営業活動によるキャッシュ・フロー 535,936 1,289,491 

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 △1,840,000 △2,010,000 

定期預金の払戻による収入 1,650,000 1,860,000 

有形固定資産の取得による支出 △339,118 △849,184 

有形固定資産の売却による収入 450,809 － 

無形固定資産の取得による支出 △9,409 △9,365 

固定資産の除却による支出 － △42,520 

事業譲渡による収入 － 25,000 

差入保証金の差入による支出 △221,818 △153,865 

差入保証金の回収による収入 113,198 153,554 

その他 18,910 △4,586 

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,427 △1,030,966 

 

 

 

 

以 上 


