
 

2020年９月17日  

各 位  

会 社 名 藤 久 株式会社 

FUJIKYU CORPORATION 

代 表 者 名  代表取締役社長 堤 智章 

（コード：９９６６ 東証第一部・名証第一部） 

問 合 せ 先   経営企画室長 永安 吉太郎 

（ＴＥＬ ０５２－７７４－１１８１代表） 

 

（訂正・数値データ訂正・追加）「2020年６月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の

一部訂正に関するお知らせ 

 

2020年８月20日に開示いたしました「2020年６月期決算短信〔日本基準（非連結）〕」につきまして、

一部訂正、及び追加すべき事項がございましたのでお知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては下線で示しております。 

 

記 

１． 訂正の内容   

 

【訂正前】 

１．経営成績等の概況  

（１）当期の経営成績の概況 

（その他の部門） 

不動産賃貸であり、売上高は 38 百万円（前事業年度比 5.0％減）となりました。 

 

【訂正後】 

１．経営成績等の概況  

（１）当期の経営成績の概況 

（その他の部門） 

不動産賃貸であり、売上高は 38 百万円（前事業年度比 3.9％減）となりました。 

 

 

【訂正前】 

３．財務諸表及び主な注記 

 （２）損益計算書 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 2018年７月１日 

 至 2019年６月30日) 

当事業年度 

(自 2019年７月１日 

 至 2020年６月30日) 



売上高 18,939,207 22,349,393 

売上原価   

商品期首たな卸高 5,703,957 5,858,293 

当期商品仕入高 8,250,398 8,842,440 

合計 13,954,356 14,700,733 

他勘定振替高 223,554 174,591 

商品期末たな卸高 5,858,293 5,186,901 

売上原価合計 7,872,508 9,339,240 

売上総利益 11,066,698 13,010,152 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 979,640 735,122 

貸倒引当金繰入額 1,353 1,243 

販売手数料 1,630,720 1,700,693 

給料及び賞与 4,066,360 3,807,083 

賞与引当金繰入額 15,063 58,109 

退職給付費用 68,690 62,102 

役員退職慰労引当金繰入額 12,905 10,512 

福利厚生費 501,159 529,455 

支払手数料 419,976 522,157 

減価償却費 252,395 112,495 

地代家賃 3,117,116 3,039,915 

その他 1,533,467 1,548,095 

販売費及び一般管理費合計 12,598,850 12,126,986 

営業利益又は営業損失（△） △1,532,151 883,166 

営業外収益   

受取利息 1,299 1,260 

受取配当金 2,115 2,095 

協賛金収入 5,258 500 

受取手数料 16,824 11,430 

受取保険金 4,099 2,085 

その他 1,468 6,437 

営業外収益合計 31,065 23,809 

営業外費用   

支払利息 12,297 15,484 

シンジケートローン手数料 － 76,550 

株式交付費 － 58,032 

雇用支援納付金 2,000 4,050 

その他 1,189 3,355 

営業外費用合計 15,486 157,472 

経常利益又は経常損失（△） △1,516,573 749,503 

 



 【訂正後】 

３．財務諸表及び主な注記 

 （２）損益計算書 

  (単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 2018年７月１日 

 至 2019年６月30日) 

当事業年度 

(自 2019年７月１日 

 至 2020年６月30日) 

売上高 18,939,207 22,349,393 

売上原価   

商品期首たな卸高 5,703,957 5,858,293 

当期商品仕入高 8,250,398 8,842,440 

合計 13,954,356 14,700,733 

他勘定振替高 223,554 174,591 

商品期末たな卸高 5,858,293 5,186,901 

売上原価合計 7,872,508 9,339,240 

売上総利益 11,066,698 13,010,152 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 979,640 735,122 

貸倒引当金繰入額 1,353 1,243 

販売手数料 1,630,720 1,700,693 

給料及び賞与 4,066,360 3,807,083 

賞与引当金繰入額 15,063 58,109 

退職給付費用 68,690 62,102 

役員退職慰労引当金繰入額 12,905 10,512 

福利厚生費 501,159 529,455 

支払手数料 419,976 522,157 

減価償却費 252,395 112,495 

地代家賃 3,117,116 3,039,915 

その他 1,533,467 1,548,095 

販売費及び一般管理費合計 12,598,850 12,126,986 

営業利益又は営業損失（△） △1,532,151 883,166 

営業外収益   

受取利息 1,299 1,260 

受取配当金 2,115 2,095 

協賛金収入 5,258 500 

受取手数料 16,824 11,430 

受取保険金 2,283 2,085 

その他 3,284 6,437 

営業外収益合計 31,065 23,809 

営業外費用   



支払利息 12,297 15,484 

シンジケートローン手数料 － 76,550 

株式交付費 － 58,032 

雇用支援納付金 2,000 4,050 

その他 1,189 3,355 

営業外費用合計 15,486 157,472 

経常利益又は経常損失（△） △1,516,573 749,503 

 

 

【訂正・追加前】 

 ４．その他 

取締役の異動 

（１）代表者の異動 

該当事項はありません。 

（２）その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役        永安 吉太郎 

取締役        西浦 敦士 

取締役        伊藤 珠実 

取締役        後藤 邦仁 

取締役（社外取締役） 日野 正晴 

取締役（社外取締役） 澤谷 由里子 

取締役（社外取締役） 奈良 沙織 

（注）2020年９月29日開催予定の第60期定時株主総会の承認を前提とします。 

・退任予定取締役 

取締役        伊藤 伸一郎 

取締役        木浦 潮 

取締役        飯田 利彦 

取締役（社外取締役） 柘植 里恵 

取締役（社外取締役） 小川 洋子 

（注）2020年９月29日開催予定の第60期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任

となります。 

・就任及び退任予定日 

2020 年９月 29 日 

 

 

  



【訂正・追加後】 

 ４．その他 

役員の異動 

（１）代表者の異動 

該当事項はありません。 

（２）その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役        永安 吉太郎 

取締役        西浦 敦士 

取締役        伊藤 珠実 

取締役        後藤 邦仁 

取締役（社外取締役） 日野 正晴 

取締役（社外取締役） 澤谷 由里子 

取締役（社外取締役） 奈良 沙織 

監査役        飯田 利彦 

監査役（社外監査役） 西江 章 

監査役（社外監査役） 鳥羽 史郎 

（注）2020年９月29日開催予定の第60期定時株主総会の承認を前提とします。 

・退任予定取締役 

取締役        伊藤 伸一郎 

取締役        木浦 潮 

取締役        飯田 利彦 

取締役（社外取締役） 柘植 里恵 

取締役（社外取締役） 小川 洋子 

監査役（社外監査役） 伊藤 珠実 

監査役（社外監査役） 坂野 郁夫 

（注）2020年９月29日開催予定の第60期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任

となります。 

・就任及び退任予定日 

2020 年９月 29 日 

 

以上 


