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2019 年 8 月 28 日 
各 位 

 上場会社名    株式会社ＩＧポート 
  代表者       代表取締役社長 石川光久 
 （コード番号  3791） 
 問合せ先責任者 管理担当執行役員 栗本典博 

 （TEL     0422-53-0257） 

 

（訂正・数値データ訂正）2019 年 5 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の 

一部訂正について 

 

2019 年 7 月 12 日に発表いたしました「2019 年 5 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容につ
いて一部訂正すべき事項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。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 
 

記 
 

１． 訂正の理由 
2019 年 5 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の提出後に、記載内容の一部に誤りがある事が判明い

たしましたので、これを訂正いたします。 
なお、当該訂正による連結経営成績及び連結財政状態への影響はありません。 

 
２． 訂正の内容 

添付資料 12 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 
   営業活動によるキャッシュ・フロー 
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【訂正前】 
 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

   (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 2017 年６月１日 

 至 2018 年５月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 2018 年６月１日 

 至 2019 年５月 31 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 424,990 △178,618

減価償却費 680,691 982,901

減損損失 52,311 135,828

長期前払費用償却額 464 1,538

のれん償却額 8,654 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △172 △18,594

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,400 360

受注損失引当金の増減額（△は減少） 236,469 △143,825

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,900 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,082 △24,025

株式給付引当金の増減額（△は減少） △59,508 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,995 △5,265

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,295 4,295

受取利息及び受取配当金 △181 △213

補助金収入 △71,875 △1,517

保険解約返戻金 △56,466 －

子会社清算損益（△は益） △16,224 －

事業譲渡損益（△は益） － △264,906

関係会社清算損益（△は益） △17,880 －

為替差損益（△は益） 947 △3,202

支払利息 2,082 1,573

売上債権の増減額（△は増加） 444,431 9,874

たな卸資産の増減額（△は増加） △708,199 △280,533

仕入債務の増減額（△は減少） △399,128 △65,806

未払金の増減額（△は減少） 245,712 △169,954

預り金の増減額（△は減少） △66,901 △51,239

前受収益の増減額（△は減少） 117,748 △118,579

前受金の増減額（△は減少） △368,172 723,740

前渡金の増減額（△は増加） △113,742 212,105

未収消費税等の増減額（△は増加） 77,905 △32,162

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,249 △17,303

その他 175,230 △55,637

小計 619,511 640,833

利息及び配当金の受取額 181 213

利息の支払額 △2,174 △1,554

補助金の受取額 71,875 1,517

法人税等の還付額 8,388 62,522

法人税等の支払額 △301,649 △104,884

営業活動によるキャッシュ・フロー 396,132 598,646
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【訂正後】 
 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

   (単位：千円)

  

前連結会計年度 

(自 2017 年６月１日 

 至 2018 年５月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 2018 年６月１日 

 至 2019 年５月 31 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 424,990 △178,618

減価償却費 680,691 982,901

減損損失 52,311 135,828

長期前払費用償却額 464 1,538

のれん償却額 8,654 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △172 △18,594

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,400 360

受注損失引当金の増減額（△は減少） 236,469 △143,825

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,900 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,082 △24,025

株式給付引当金の増減額（△は減少） △59,508 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,995 △5,265

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,295 4,295

受取利息及び受取配当金 △181 △213

補助金収入 △71,875 △1,517

保険解約返戻金 △56,466 －

子会社清算損益（△は益） △16,224 －

事業譲渡損益（△は益） － △264,906

関係会社清算損益（△は益） △17,880 －

為替差損益（△は益） 947 △3,202

支払利息 2,082 1,573

売上債権の増減額（△は増加） 444,431 9,874

たな卸資産の増減額（△は増加） △708,199 △280,533

仕入債務の増減額（△は減少） △399,128 △65,806

未払金の増減額（△は減少） 245,712 △169,954

預り金の増減額（△は減少） △66,901 △51,239

前受収益の増減額（△は減少） 117,748 △118,579

前受金の増減額（△は減少） △368,172 723,740

前渡金の増減額（△は増加） △113,742 212,105

未収消費税等の増減額（△は増加） 77,905 △32,162

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,249 △17,303

その他 175,230 △15,435

小計 619,511 681,034

利息及び配当金の受取額 181 213

利息の支払額 △2,174 △1,554

補助金の受取額 71,875 1,517

法人税等の還付額 8,388 62,522

法人税等の支払額 △301,649 △145,088

営業活動によるキャッシュ・フロー 396,132 598,646

 
 

以 上 


