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各  位 

会 社 名 株式会社テノ．ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 池内  比呂子 

（コード番号：7037 東証マザーズ 

・福証Ｑ－Ｂｏａｒｄ） 

問合せ先 取締役管理本部長 吉 野 晴 彦 

（ TEL. 092-263-3550） 

 
（訂正）「2018年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

2019 年２月 12 日に開示いたしました「2018 年 12 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、

一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお。訂正箇所に下線を付

しております。 

 

記 

 

 １．訂正の理由 

「2018 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の添付資料の記載内容に一部誤りがありましたの 

で訂正いたします。 

 

２．訂正箇所 

添付資料 13 ページ 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 2018 年１月１日 至 2018 年 12 月 31 日） 

 

＜訂正前＞ 

      （単位：千円） 

 報告セグメント その他 

（注）1 
合計 

調整 

（注）2 

連結財務諸

表計上額  公的保育事業 受託保育事業 計 

売上高        

外部顧客への売上高 5,697,974 3,245,383 8,943,357 460,032 9,403,390 － 9,403,390 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － 17,229 17,229 △17,229 － 

計 5,697,974 3,245,383 8,943,357 477,262 9,420,620 △17,229 9,403,390 

セグメント利益 478,637 181,272 659,909 11,223 671,133 △330,605 340,527 

セグメント資産 4,615,172 844,173 5,459,345 76,748 5,536,094 874,411 6,410,505 

その他の項目        

減価償却費 169,410 4,009 173,419 310 173,730 19,616 193,346 

のれん償却額 － － － 6,821 6,821 － 6,821 

減損損失 － － － － － － － 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
87,476 31,235 118,712 9,343 128,055 27,841 155,897 



 

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する

保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL（テノスクール）

の運営、認可外保育所の運営等様々な保育ニーズに応じたサービスが含まれております。 

    ２．調整額の内容は以下のとおりです。 

セグメント利益                                    （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

全社費用（注） △245,531 △330,605 

セグメント間取引消去 － － 

合計 △245,531 △330,605 

（注）全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。 

セグメント資産                                    （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

全社資産 337,200 879,729 

セグメント間取引消去 △9,713 △5,318 

合計 327,487 874,411 

 ３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

 

＜訂正後＞ 

      （単位：千円） 

 報告セグメント その他 

（注）1 
合計 

調整 

（注）2 

連結財務諸

表計上額  公的保育事業 受託保育事業 計 

売上高        

外部顧客への売上高 5,697,974 3,245,383 8,943,357 460,032 9,403,390 － 9,403,390 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － 17,229 17,229 △17,229 － 

計 5,697,974 3,245,383 8,943,357 477,262 9,420,620 △17,229 9,403,390 

セグメント利益 478,637 181,272 659,909 11,223 671,133 △330,605 340,527 

セグメント資産 4,615,172 782,713 5,397,885 138,208 5,536,094 874,411 6,410,505 

その他の項目        

減価償却費 169,410 633 170,043 3,686 173,730 19,616 193,346 

のれん償却額 － － － 6,821 6,821 － 6,821 

減損損失 － － － － － － － 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
87,476 904 88,381 39,674 128,055 27,841 155,897 

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対する

保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL（テノスクール）

の運営、認可外保育所の運営等様々な保育ニーズに応じたサービスが含まれております。 

    ２．調整額の内容は以下のとおりです。 

セグメント利益                                    （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

全社費用（注） △245,531 △330,605 

セグメント間取引消去 － － 

合計 △245,531 △330,605 

（注）全社費用の主なものは、当社（持株会社）運営に係る費用であります。 

セグメント資産                                    （単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

全社資産 337,200 879,729 

セグメント間取引消去 △9,713 △5,318 

合計 327,487 874,411 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

以 上  


