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平成 30年５月 29日 

各 位 

会 社 名   株式会社市進ホールディングス 

代 表 者   代表取締役社長 下屋 俊裕 

      （ｺｰﾄﾞ番号 4645 東証 JASDAQ） 

問合せ先   常務取締役統括本部本部長 竹内 厚 

                          電話 047（335）2840 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 30年２月期 決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

平成30年４月16日に公表いたしました「平成30年２月期 決算短信[日本基準]（連結）」の記載

内容につきまして、一部誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。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。なお、訂正箇所には下線を付

して表示しております。 

 

記 

１．訂正の理由 

「平成 30 年２月期 決算短信[日本基準]（連結）」提出後に、記載内容の一部に誤りがあること

が判明しましたので、これを訂正いたします。 

 

２．訂正の内容 

（１）サマリー情報１ページ 

 １．平成 30年２月期の連結業績（平成 29年３月１日～平成 30年２月 28日） 

 （１）連結経営成績 

【訂正前】 

 
(％表示は対前期増減率)  

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

30年２月期 15,672 △1.8 347 △32.0 271 △44.5 269 15.1 

29年２月期 15,956 △2.2 511 △21.2 489 △21.6 234 △3.6  
(注) 包括利益 30年２月期 297 百万円( △36.5 ％)  29年２月期 468 百万円( 105.8 ％) 

 

【訂正後】 

 
(％表示は対前期増減率)  

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

30年２月期 15,672 △1.8 347 △32.0 271 △44.5 269 15.1 

29年２月期 15,956 △2.2 511 △21.2 489 △21.6 234 △3.6  
(注) 包括利益 30年２月期 △24 百万円( － ％)  29年２月期 468 百万円( 105.8 ％) 
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（２）添付資料 10ページ 

 ３．連結財務諸表及び主な注記 

 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  （連結包括利益計算書） 

【訂正前】 

           (単位：千円) 

          前連結会計年度 
(自 平成 28 年３月１日 
至 平成 29 年２月 28 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 29 年３月１日 
至 平成 30 年２月 28 日) 

当期純利益 234,155 269,626 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 214,366 △323,724 

 土地再評価差額金 － 322,445 

 為替換算調整勘定 △847 244 

 退職給付に係る調整額 21,195 29,316 

 その他の包括利益合計 234,714 28,282 

包括利益 468,870 297,909 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 468,870 297,909 

 非支配株主に係る包括利益 － － 

 

【訂正後】 
           (単位：千円) 

          前連結会計年度 
(自 平成 28 年３月１日 
至 平成 29 年２月 28 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 29 年３月１日 
至 平成 30 年２月 28 日) 

当期純利益 234,155 269,626 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 214,366 △323,724 

 為替換算調整勘定 △847 244 

 退職給付に係る調整額 21,195 29,316 

 その他の包括利益合計 234,714 △294,162 

包括利益 468,870 △24,536 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 468,870 △24,536 

 非支配株主に係る包括利益 － － 
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（３）添付資料 13ページ 

 ３．連結財務諸表及び主な注記 

 （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 28 年３月１日 

 至 平成 29 年２月 28 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 29 年３月１日 

 至 平成 30 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 365,755 445,256 

 減価償却費 579,572 557,534 

 減損損失 108,406 228,014 

 のれん償却額 62,552 60,508 

 差入保証金償却額 2,766 8,494 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,089 1,202 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 5,922 28,243 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △49,506 △5,259 

 受取利息及び受取配当金 △29,304 △9,908 

 支払利息 73,865 77,251 

 固定資産売却損益（△は益） △93,618 11,214 

 固定資産除却損 116,319 64,591 

 支払手数料 － 64,824 

 持分法による投資損益（△は益） 7,739 △1,059 

 売上債権の増減額（△は増加） △18,970 △28,144 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 51,242 △36,876 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,074 2,338 

 未払金の増減額（△は減少） 79,817 △129,871 

 前受金の増減額（△は減少） △11,855 47,036 

 投資有価証券売却損益（△は益） － △536,629 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △18,554 79,783 

 その他 8,898 91,767 

 小計 1,244,064 1,020,313 

 利息及び配当金の受取額 29,531 9,619 

 利息の支払額 △70,228 △74,217 

 法人税等の支払額 △170,750 △115,840 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,032,617 839,874 
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【訂正後】 

           (単位：千円) 

          前連結会計年度 
(自 平成 28 年３月１日 

 至 平成 29 年２月 28 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 29 年３月１日 

 至 平成 30 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 365,755 445,256 

 減価償却費 579,572 557,534 

 減損損失 108,406 228,014 

 のれん償却額 62,552 60,508 

 差入保証金償却額 2,766 8,494 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,089 1,202 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 5,922 28,243 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △49,506 △5,259 

 受取利息及び受取配当金 △29,304 △9,908 

 支払利息 73,865 77,251 

 固定資産売却損益（△は益） △93,618 11,214 

 固定資産除却損 116,319 64,591 

 支払手数料 － 64,824 

 持分法による投資損益（△は益） 7,739 △1,059 

 売上債権の増減額（△は増加） △18,970 △28,144 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 51,242 △36,876 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,074 2,338 

 未払金の増減額（△は減少） 79,817 △59,681 

 前受金の増減額（△は減少） △11,855 47,036 

 投資有価証券売却損益（△は益） － △536,629 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △18,554 79,783 

 その他 8,898 91,767 

 小計 1,244,064 1,090,503 

 利息及び配当金の受取額 29,531 9,619 

 利息の支払額 △70,228 △74,217 

 法人税等の支払額 △170,750 △186,030 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,032,617 839,874 

 

以 上 


