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会 社 名 株 式 会 社   進  和 

代表者名 代表取締役社長 根 本 哲 夫
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専 務 取 締 役 
管 理 本 部 長 

吉 田 礎 久
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（訂正・数値データ訂正） 

2019 年８月期決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正および追加に関するお知らせ 

 

2019 年 10 月 11 日に公表いたしました「2019 年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の内容について、一部

訂正および追加がありましたので、下記のとおり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につきましても送信いたします。 

 

記 

１．訂正理由 

 「2019 年８月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしま

したので、これを訂正するものです。 

 

２．訂正内容 

訂正箇所は下線＿で示しております。 

 

（４ページ） 

１．経営成績・財政状態に関する分析   

(２)財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

 

【訂正前】 

固定資産は前連結会計年度末に比べ 21 億 87 百万円増加し、83 億 82 百万円となりました。これは主

に、有形固定資 産が 19 億 24 百万円、無形固定資産が 93 百万円、東郷物流センターの賃貸借契約によ

る差入保証金等により投資その他の資産のその他が２億 18 百万円増加したことによるものであります。 

 

【訂正後】 

固定資産は前連結会計年度末に比べ 21 億 87 百万円増加し、83 億 82 百万円となりました。これは主

に、有形固定資 産が 19 億 24 百万円、無形固定資産が 93 百万円、東郷物流センターの賃貸借契約によ

る差入保証金等により投資その他の資産のその他が２億 38 百万円増加したことによるものであります。 

 



 
 

（10 ページ） 

５．連結財務諸表及び主な注記   

(１)連結貸借対照表 

 

【訂正前】 
          (単位：千円)
         

前連結会計年度 
(2018年８月31日) 

当連結会計年度 
(2019年８月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 13,872,280 17,678,086

  受取手形及び売掛金 12,418,319 ※4 11,704,362

  電子記録債権 3,807,024 ※4 3,696,901

  商品及び製品 3,132,032 7,804,242

  仕掛品 1,780,698 1,483,513

  原材料及び貯蔵品 384,461 435,384

  その他 1,058,916 1,668,260

  貸倒引当金 △4,498 △3,072

  流動資産合計 36,449,235 44,467,679

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 4,797,175 5,907,513

    減価償却累計額 △3,383,482 △3,899,993

    建物及び構築物（純額） 1,413,693 2,007,520

   機械装置及び運搬具 3,290,320 4,016,151

    減価償却累計額 △2,584,516 △3,241,748

    機械装置及び運搬具（純額） 705,804 774,403

   土地 ※2 1,640,576 ※2 2,644,576

   建設仮勘定 15,427 92,815

   その他 716,766 3,232,013

    減価償却累計額 △507,823 △2,842,524

    その他（純額） 208,943 389,488

   有形固定資産合計 3,984,444 5,908,803

  無形固定資産 124,059 217,471

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※1 1,878,833 ※1 1,837,766

   関係会社長期貸付金 62,000 40,000

   関係会社出資金 ※1 0 ※1 0

   繰延税金資産 14,994 28,533

   その他 187,680 426,173

   貸倒引当金 △57,294 △76,554

   投資その他の資産合計 2,086,214 2,255,919

  固定資産合計 6,194,718 8,382,195

 資産合計 42,643,954 52,849,874

 

 

 

 



 
 

【訂正後】 
          (単位：千円)
         

前連結会計年度 
(2018年８月31日) 

当連結会計年度 
(2019年８月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 13,872,280 17,678,086

  受取手形及び売掛金 12,418,319 ※4 11,704,362

  電子記録債権 3,807,024 ※4 3,696,901

  商品及び製品 3,132,032 7,804,242

  仕掛品 1,780,698 1,483,513

  原材料及び貯蔵品 384,461 435,384

  その他 1,058,916 1,668,260

  貸倒引当金 △4,498 △3,072

  流動資産合計 36,449,235 44,467,679

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 4,797,175 5,518,600

    減価償却累計額 △3,383,482 △3,511,080

    建物及び構築物（純額） 1,413,693 2,007,520

   機械装置及び運搬具 3,290,320 3,418,845

    減価償却累計額 △2,584,516 △2,644,441

    機械装置及び運搬具（純額） 705,804 774,403

   土地 ※2 1,640,576 ※2 2,644,576

   建設仮勘定 15,427 92,815

   その他 716,766 953,997

    減価償却累計額 △507,823 △564,508

    その他（純額） 208,943 389,488

   有形固定資産合計 3,984,444 5,908,803

  無形固定資産 124,059 217,471

  投資その他の資産 

   投資有価証券 ※1 1,878,833 ※1 1,837,766

   関係会社長期貸付金 62,000 40,000

   関係会社出資金 ※1 0 ※1 0

   繰延税金資産 14,994 28,533

   その他 187,680 426,173

   貸倒引当金 △57,294 △76,554

   投資その他の資産合計 2,086,214 2,255,919

  固定資産合計 6,194,718 8,382,195

 資産合計 42,643,954 52,849,874

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

３．追加内容 

（24 ページ） 

５．連結財務諸表及び主な注記   

(５)連結財務諸表に関する注記事項 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

※３ 重要な非資金取引の内容 

     新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 

 
前連結会計年度 

(自  2017年９月１日 
至  2018年８月31日) 

当連結会計年度 
(自  2018年９月１日 
至  2019年８月31日) 

ファイナンス・リース取引に係る資
産の額 

― 389,921千円 

ファイナンス・リース取引に係る債
務の額 

― 421,114千円 

 

 

以 上 

   

 


