
令和２年４月20日

各 位

会 社 名 新都ホールディングス株式会社

（JASDAQ・コード番号：2776）

代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝

問合せ先 取締役 半田 紗弥

電 話 03-5980-7002

(((((訂訂訂訂訂正正正正正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))「「「「「令令令令令和和和和和２２２２２年年年年年１１１１１月月月月月期期期期期 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕（（（（（連連連連連結結結結結）））））」」」」」の一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正について

当社は、令和２年３月16日に開示いたしました「令和２年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容

に一部訂正がありましたので、下記の通りお知らせするとともに、訂正後の数値データを送信いたします。

　

記

１．訂正の理由

サマリー情報及び「添付資料 １．経営成績等の概況 （５）継続企業の前提に関する重要事象等、並びに３．

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 （セグメント情報）」の一部に誤りがあったた

め、一部数値を訂正するものであります。

また、「添付資料３．連結財務諸表及び主な注記 （１）連結貸借対照表につきましては、前連結会計年度にお

いて「流動資産」の「その他」に含めていた「前渡金」及び「供託金」は、当金額的重要性が増したため、当会計

年度より独立掲記することによる訂正であります。（４）連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、「その

他」に含めていた「株式交付費」は独立掲記することによる訂正であります。

２．訂正の箇所

訂正箇所には下線を付して表示しております。
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（サマリー情報）

【訂正前】

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

２年１月期 △22.28 ― △99.29 △34.21 △33.28

31年１月期 △30.27 ― △236.89 △48.93 △20.62

（参考）持分法投資損益 ２年１月期 ―百万円 31年１月期 ―百万円

(参考) 個別業績の概要
１．令和２年１月期の個別業績（平成31年２月１日～令和２年１月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

２年１月期 795 △7.9 △296 ― △321 ― △327 ―

31年１月期 864 40.6 △318 ― △360 ― △378 ―
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

２年１月期 △22.30 ―

31年１月期 △29.71 ―
　　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

２年１月期 964 359 36.9 20.49

31年１月期 932 245 25.2 17.11

(参考) 自己資本 ２年１月期 356百万円 31年１月期 235百万円

【訂正後】

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

２年１月期 △22.28 ― △99.29 △33.88 △33.28

31年１月期 △30.27 ― △236.89 △39.31 △20.62

(参考) 持分法投資損益 ２年１月期 ―百万円 31年１月期 ―百万円

(参考) 個別業績の概要
１．令和２年１月期の個別業績（平成31年２月１日～令和２年１月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

２年１月期 795 △7.9 △296 ― △325 ― △353 ―

31年１月期 864 40.6 △318 ― △360 ― △378 ―
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

２年１月期 △24.05 ―

31年１月期 △29.71 ―
　　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

２年１月期 930 334 35.54 20.49

31年１月期 932 245 25.29 17.11

(参考) 自己資本 ２年１月期 330百万円 31年１月期 235百万円
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（添付資料 １．経営成績等の概況 （５）継続企業の前提に関する重要事象等）

【訂正前】

当社グループは、前連結会計年度以前から継続して営業損失を計上しており、当連結会計年度においても、営業損失

294,820千円、経常損失321,646千円、親会社株主に帰属する当期純損失327,599千円を計上しております。また営業活動

によるキャッシュ・フローにおきましても、当連結会計年度においては228,596千円のマイナスとなっております。

【訂正後】

当社グループは、前連結会計年度以前から継続して営業損失を計上しており、当連結会計年度においても、営業損失

294,820千円、経常損失321,646千円、親会社株主に帰属する当期純損失327,599千円を計上しております。また営業活動

によるキャッシュ・フローにおきましても、当連結会計年度においては227,056千円のマイナスとなっております。

（添付資料 ３．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 （セグメント情報）

【訂正前】

　当連結会計年度（自 平成31年２月１日 至 令和２年１月31日）

　 （単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
（注）1

連結財務諸
表計上額
（注）2アパレル事業

不動産関連
サービス事業

貿易事業

売上高

　外部顧客への売上高 186,797 22,825 676,070 885,693 ― 885,693

　セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

　計 186,797 22,825 676,070 885,693 ― 885,693

セグメント利益又は損失(△) △39,299 13,011 △16,596 △42,884 △251,935 △294,820

セグメント資産 81,351 327,088 127,146 535,586 413,737 949,323

その他の項目

　減価償却費 ― 3,605 650 4,255 1,935 6,190

　有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

― ― 747 747 2,968 3,715

【訂正後】

　 当連結会計年度（自 平成31年２月１日 至 令和２年１月31日）

　 （単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
（注）1

連結財務諸
表計上額
（注）2アパレル事業

不動産関連
サービス事業

貿易事業

売上高

　外部顧客への売上高 186,797 22,825 676,070 885,693 ― 885,693

　セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

　計 186,797 22,825 676,070 885,693 ― 885,693

セグメント利益又は損失(△) △39,299 13,011 △16,596 △42,884 △251,935 △294,820

セグメント資産 81,351 327,088 127,146 535,586 413,737 949,323

その他の項目

　減価償却費 ― 3,605 650 4,255 1,935 6,190

　有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

― ― 747 747 3,128 3,875
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（添付資料 ３．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
(平成31年１月31日)

当連結会計年度
(令和２年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 168,602 307,231

受取手形及び売掛金 192,092 130,842

商品 29,704 35,417

貯蔵品 57 48

販売用不動産 329,880 326,274

前渡金 70,376 24,954

その他 130,320 115,846

貸倒引当金 △6,306 △2,767

流動資産合計 914,726 937,847

固定資産

有形固定資産

車両運搬具（純額） 5,223 ―

工具、器具及び備品（純額） 80 57

有形固定資産合計 5,304 57

無形固定資産

その他 0 0

投資その他の資産

関係会社出資金 3,000 3,030

敷金及び保証金 11,063 6,157

長期営業債権 25,252 28,739

その他 953 492

貸倒引当金 △25,252 △27,002

投資その他の資産合計 15,017 11,417

固定資産合計 20,322 11,475

資産合計 935,048 949,323
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【訂正後】

前連結会計年度
(平成31年１月31日)

当連結会計年度
(令和２年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 168,602 307,231

受取手形及び売掛金 192,092 130,842

商品 29,704 35,417

貯蔵品 57 48

販売用不動産 329,880 326,274

前渡金 70,376 24,954

供託金 91,544 88,470

その他 38,775 27,376

貸倒引当金 △6,306 △2,767

流動資産合計 914,726 937,847

固定資産

有形固定資産

車両運搬具（純額） 5,223 ―

工具、器具及び備品（純額） 80 57

有形固定資産合計 5,304 57

無形固定資産

その他 0 0

投資その他の資産

関係会社出資金 3,000 3,000

敷金及び保証金 11,063 6,157

長期営業債権 25,252 28,739

その他 953 522

貸倒引当金 △25,252 △27,002

投資その他の資産合計 15,017 11,417

固定資産合計 20,322 11,475

資産合計 935,048 949,323
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（添付資料 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30年２月１日
　至 平成31年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成31年２月１日
　至 令和２年１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損失（△） △383,385 △325,620

減価償却費 2,159 6,210

減損損失 6,973 6,472

本社移転費用 2,617 ―

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,283 △1,788

受取利息及び受取配当金 △8 △46

支払利息 1,936 10,505

支払手数料 4,300 3,094

株式交付費 14,068 ―

新株予約権戻入益 ― △2,177

返品調整引当金の増減額（△は減少） 97 △90

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 20,333 5,872

店舗等撤去損失引当金の増減額 6,182 △5,838

売上債権の増減額（△は増加） △159,346 65,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △307,784 △8,990

前渡金の増減額（△は増加） △57,419 45,207

仕入債務の増減額（△は減少） 8,750 △18,764

未払金の増減額（△は減少） △7,045 2,659

その他 △18,320 3,028

小計 △851,608 △214,798

【訂正後】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成30年２月１日
　至 平成31年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成31年２月１日
　至 令和２年１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損失（△） △383,385 △325,620

減価償却費 2,159 6,210

減損損失 6,973 6,472

本社移転費用 2,617 ―

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,283 △1,788

受取利息及び受取配当金 △8 △46

支払利息 1,936 10,505

支払手数料 4,300 3,094

株式交付費 14,068 44

新株予約権戻入益 ― △2,177

返品調整引当金の増減額（△は減少） 97 △90

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 20,333 5,872

店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少） 6,182 △5,838

売上債権の増減額（△は増加） △159,346 65,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △307,784 △8,990

前渡金の増減額（△は増加） △57,419 45,207

仕入債務の増減額（△は減少） 8,750 △18,764

未払金の増減額（△は減少） △7,045 2,659

その他 △18,320 2,984

小計 △851,608 △214,798

以上
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