
平成 28 年 5 月 23 日 

各位 

会社名  株式会社中央倉庫      

代表者名 代表取締役社長 湯浅 康平 

（コード番号 9319 東証第一部） 

問合せ先 常務取締役         

企画管理本部長 山田 栄作 

TEL 075-313-6151 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 28 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

平成 28 年 5 月 10 日に公表いたしました「平成 28 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連

結）」の内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下

線を付し、訂正のない箇所は省略しております。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．訂正の理由 

① 連結キャッシュ・フロー計算書における「財務活動によるキャッシュ・フロー」の

記載に一部誤りがあることが判明したため訂正するものであります。 

 

② セグメント情報等に関する注記における「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」

の記載に一部誤りがあることが判明したため訂正するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．訂正の内容 

① ５．連結財務諸表（４）連結キャッシュ・フロー計算書（17ページ） 

（訂正前）  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

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 － 1,190,000 
長期借入金の返済による支出 △363,800 △270,800 
リース債務の返済による支出 △24,849 △37,425 
自己株式の取得による支出 △177 △101 
自己株式の売却による収入 － △85 
配当金の支払額 △427,930 △427,472 
非支配株主への配当金の支払額 △756 △756 

財務活動によるキャッシュ・フロー △817,513 453,358 

現金及び現金同等物に係る換算差額 191 △78 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 614,831 672,664 

現金及び現金同等物の期首残高 6,880,712 7,495,543 

現金及び現金同等物の期末残高 7,495,543 8,168,208 

 

（訂正後）  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成28年３月31日) 

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 － 1,190,000 

長期借入金の返済による支出 △363,800 △270,800 

リース債務の返済による支出 △24,849 △37,425 

自己株式の取得による支出 △177 △187 

配当金の支払額 △427,930 △427,472 

非支配株主への配当金の支払額 △756 △756 

財務活動によるキャッシュ・フロー △817,513 453,358 

現金及び現金同等物に係る換算差額 191 △78 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 614,831 672,664 

現金及び現金同等物の期首残高 6,880,712 7,495,543 

現金及び現金同等物の期末残高 7,495,543 8,168,208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② ５．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等）（29 ページ） 

当連結会計年度（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日） 

（訂正前）      （単位：千円） 

 報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）２  倉庫業 運送業 

国際貨物 
取扱業 

計 

営業収益       

外部顧客への営業収益 5,657,521 12,026,531 6,191,396 23,875,449 － 23,875,449 

セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
28,389 27,400 － 55,790 △55,790 － 

計 5,685,911 12,053,932 6,191,396 23,931,240 △55,790 23,875,449 

セグメント利益 805,906 954,412 380,102 2,140,420 △596,552 1,543,867 

セグメント資産 25,467,092 4,654,900 4,756,412 34,878,406 8,591,903 43,470,310 

その他の項目       

減価償却費 949,181 211,609 42,939 1,203,730 5,302 1,209,033 

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
1,875,150 281,735 85,797 2,242,683 9,355 2,252,038 

 

 （訂正後）     （単位：千円） 

 報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）２  倉庫業 運送業 

国際貨物 
取扱業 

計 

営業収益       

外部顧客への営業収益 5,657,521 12,026,531 6,191,396 23,875,449 － 23,875,449 

セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
28,389 27,400 － 55,790 △55,790 － 

計 5,685,911 12,053,932 6,191,396 23,931,240 △55,790 23,875,449 

セグメント利益 805,906 954,412 380,102 2,140,420 △596,552 1,543,867 

セグメント資産 25,467,092 4,654,900 4,756,412 34,878,406 8,591,903 43,470,310 

その他の項目       

減価償却費 949,181 211,609 42,939 1,203,730 5,302 1,209,033 

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
1,889,209 281,987 86,316 2,257,513 9,355 2,266,869 

 

 

          以 上  


