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2019年６月25日 

各 位 

会 社 名 株式会社センチュリー２１・ジャパン 

代表者名 代表取締役社長    長田 邦裕 

 (コード：8898) 

問合せ先 執行役員職能本部長  角野 俊樹 

 (TEL：03-3497-0021) 

 

(訂正・数値データ訂正) 

「2019年３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、2019年４月25日に発表しました「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容に一部訂正

すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。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 

「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の添付資料について、記載内容の一部に誤りがあることが判明

したため訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

（添付資料12ページ） 

３.財務諸表及び主な注記 

（４）キャッシュ・フロー計算書 
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（訂正前） 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当事業年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 1,275,534 1,203,334 

 減価償却費 89,154 112,774 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 2,700 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,868 12,286 

 リフォーム保障引当金の増減額（△は減少） △5,029 △6,033 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △59,919 11,436 

 受取利息及び受取配当金 △32,959 △35,854 

 支払利息 2,979 1,769 

 有形固定資産売却損益（△は益） - 13 

 有形固定資産除却損 0 852 

 未収入金の増減額（△は増加） 35,403 29,055 

 営業債権の増減額（△は増加） 149,368 △18,228 

 前払費用の増減額（△は増加） 1,439 △7,031 

 営業債務の増減額（△は減少） △30,664 △2,920 

 未払金の増減額（△は減少） 38,766 △6,993 

 未払費用の増減額（△は減少） △17,714 △2,951 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △31,783 3,444 

 その他の資産の増減額（△は増加） △45,288 38,773 

 その他の負債の増減額（△は減少） △19,998 5,731 

 小計 1,346,156 1,342,157 

 利息及び配当金の受取額 32,671 35,861 

 利息の支払額 △2,979 △1,769 

 法人税等の支払額 △450,392 △340,574 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 925,454 1,035,675 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △700,000 △500,000 

 有価証券の償還による収入 500,000 100,000 

 有形固定資産の取得による支出 △15,304 △60,246 

 無形固定資産の取得による支出 △116,410 △113,856 

 定期預金の払戻による収入 610,000 500,000 

 定期預金の預入による支出 △500,000 △400,000 

 長期貸付けによる支出 - △70,000 

 差入保証金の回収による収入 470 345 

 差入保証金の差入による支出 △473 △2,698 

 その他 - △339 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △221,717 △546,795 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △48,147 △29,457 

 配当金の支払額 △539,450 △528,872 

 セール・アンド・リースバックによる収入 25,224 25,224 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △562,374 △533,105 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141,362 △44,226 

現金及び現金同等物の期首残高 232,341 373,704 

現金及び現金同等物の期末残高 373,704 329,478 
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（訂正後） 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当事業年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 1,275,534 1,203,334 

 減価償却費 89,154 112,774 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 2,700 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,868 12,286 

 リフォーム保障引当金の増減額（△は減少） △5,029 △6,033 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △59,919 11,436 

 受取利息及び受取配当金 △32,959 △35,854 

 支払利息 2,979 1,769 

 有形固定資産売却損益（△は益） - 13 

 有形固定資産除却損 0 852 

 訴訟関連費用 - 74,000 

 未収入金の増減額（△は増加） 35,403 29,055 

 営業債権の増減額（△は増加） 149,368 △18,228 

 前払費用の増減額（△は増加） 1,439 △7,031 

 営業債務の増減額（△は減少） △30,664 △2,920 

 未払金の増減額（△は減少） 38,766 △6,993 

 未払費用の増減額（△は減少） △17,714 △2,951 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △31,783 3,444 

 その他の資産の増減額（△は増加） △45,288 38,773 

 その他の負債の増減額（△は減少） △19,998 5,731 

 小計 1,346,156 1,416,157 

 利息及び配当金の受取額 32,671 35,861 

 利息の支払額 △2,979 △1,769 

 法人税等の支払額 △450,392 △340,574 

 訴訟関連費用の支払額 - △74,000 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 925,454 1,035,675 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △700,000 △500,000 

 有価証券の償還による収入 500,000 100,000 

 有形固定資産の取得による支出 △15,304 △60,246 

 無形固定資産の取得による支出 △116,410 △113,856 

 定期預金の払戻による収入 610,000 500,000 

 定期預金の預入による支出 △500,000 △400,000 

 長期貸付けによる支出 - △70,000 

 差入保証金の回収による収入 470 345 

 差入保証金の差入による支出 △473 △2,698 

 その他 - △339 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △221,717 △546,795 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △48,147 △29,457 

 配当金の支払額 △539,450 △528,872 

 セール・アンド・リースバックによる収入 25,224 25,224 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △562,374 △533,105 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141,362 △44,226 

現金及び現金同等物の期首残高 232,341 373,704 

現金及び現金同等物の期末残高 373,704 329,478 

 

以 上  


