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(訂正・数値データ訂正)「平成31年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の 

一部訂正について 
2019年５月９日に発表した「平成31年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正す

べき事項がありましたので下記の通りお知らせします。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します。なお、訂正箇所には、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９日の開示後、記載内容の一部に訂正すべき事項が判明したため、訂正するものでありま

す。 

 

２．訂正の内容 

 
サマリー情報 

１．平成31年３月期の連結業績（平成30年４月１日～平成31年３月31日） 
（１）連結経営成績 
【訂正前】 

 
  

(注) 包括利益 31年３月期 2,693百万円 ( △23.7％) 30年３月期 3,530 百万円 ( △36.0％)
  
 

【訂正後】  

 
 
 

 
（２）連結財政状態 
【訂正前】 

 
 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

31年３月期 94,098 35,108 36.1 5,243.78

30年３月期 95,863 32,682 33.0 4,879.70
 

(参考) 自己資本 31年３月期 33,996百万円  30年３月期 31,638百万円 

 

【訂正後】 

 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

31年３月期 94,332 35,343 36.3 5,279.96

30年３月期 95,863 32,682 33.0 4,879.70
 

(参考) 自己資本 31年３月期 34,231百万円  30年３月期 31,638百万円 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 包括利益 31年３月期 2,927百万円 ( △17.1％) 30年３月期 3,530 百万円 ( △36.0％)



 
(参考) 個別業績の概要 
１．平成31年３月期の個別業績（平成30年４月１日～平成31年３月31日） 

（２）個別財政状態 

 

【訂正前】 

 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

31年３月期 76,110 24,038 31.6 3,707.75

30年３月期 70,732 22,578 31.9 3,482.40
 

(参考) 自己資本 31年３月期 24,038百万円 30年３月期 22,578百万円 

 

【訂正後】 

 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

31年３月期 76,345 24,272 31.8 3,743.93

30年３月期 70,732 22,578 31.9 3,482.40
 

(参考) 自己資本 31年３月期 24,272百万円 30年３月期 22,578百万円 
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１．経営成績等の概況 

（２）当期の財政状態の概況 

 

【訂正前】 

［資産の部］ 

流動資産は、前連結会計年度に比べて1.4％増加し、19,422百万円となりました。これは、その他流動資産が178百万円増加し

たことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度に比べて2.6％減少し、74,676百万円となりました。これは、有形固定資産が1,470百万円減少し

たことなどによります。 

この結果、当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度に比べて1,765百万円減少し、94,098百万円となりました。 

 

［純資産の部］ 

純資産合計は、前連結会計年度に比べて7.4％増加し、35,108百万円となりました。これは主として利益剰余金が2,669百万円

増加したことによります。 

 

【訂正後】 

［資産の部］ 

流動資産は、前連結会計年度に比べて1.4％増加し、19,422百万円となりました。これは、その他流動資産が178百万円増加し

たことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度に比べて2.3％減少し、74,910百万円となりました。これは、有形固定資産が1,470百万円減少し

たことなどによります。 

この結果、当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度に比べて1,530百万円減少し、94,332百万円となりました。 

 

［純資産の部］ 

純資産合計は、前連結会計年度に比べて8.1％増加し、35,343百万円となりました。これは主として利益剰余金が2,669百万円

増加したことによります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

【訂正前】 

 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期 平成31年３月期

自己資本比率 17.6 22.2 30.5 33.0 36.1

 

【訂正後】 

 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期 平成31年３月期

自己資本比率 17.6 22.2 30.5 33.0 36.3
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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：百万円)
          

前連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成31年３月31日) 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 2,539 2,035

   長期貸付金 78 73

   繰延税金資産 3,033 3,135

   その他 2,466 2,566

   貸倒引当金 △75 △75

   投資その他の資産合計 8,041 7,735

  固定資産合計 76,704 74,676

 資産合計 95,863 94,098

 

 

           (単位：百万円)
          

前連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成31年３月31日) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,065 2,065

  資本剰余金 6,034 6,034

  利益剰余金 19,956 22,625

  自己株式 △28 △29

  株主資本合計 28,029 30,697

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 899 544

  繰延ヘッジ損益 3 2

  土地再評価差額金 3,231 3,231

  退職給付に係る調整累計額 △525 △478

  その他の包括利益累計額合計 3,609 3,299

 非支配株主持分 1,044 1,111

 純資産合計 32,682 35,108

負債純資産合計 95,863 94,098



 
 
【訂正後】 

           (単位：百万円)
          

前連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成31年３月31日) 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 2,539 2,373

   長期貸付金 78 73

   繰延税金資産 3,033 3,032

   その他 2,466 2,566

   貸倒引当金 △75 △75

   投資その他の資産合計 8,041 7,969

  固定資産合計 76,704 74,910

 資産合計 95,863 94,332

 

 

           (単位：百万円)
          

前連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成31年３月31日) 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,065 2,065

  資本剰余金 6,034 6,034

  利益剰余金 19,956 22,625

  自己株式 △28 △29

  株主資本合計 28,029 30,697

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 899 778

  繰延ヘッジ損益 3 2

  土地再評価差額金 3,231 3,231

  退職給付に係る調整累計額 △525 △478

  その他の包括利益累計額合計 3,609 3,534

 非支配株主持分 1,044 1,111

 純資産合計 32,682 35,343

負債純資産合計 95,863 94,332
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結包括利益計算書 

【訂正前】 

           (単位：百万円)
          前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 
 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成31年３月31日) 

当期純利益 3,130 3,001

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 199 △358

 繰延ヘッジ損益 2 △1

 土地再評価差額金 △6 -

 退職給付に係る調整額 204 51

 その他の包括利益合計 400 △308

包括利益 3,530 2,693

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 3,431 2,618

 非支配株主に係る包括利益 98 74

 

【訂正後】 

           (単位：百万円)
          前連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 
 至 平成30年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成31年３月31日) 

当期純利益 3,130 3,001

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 199 △123

 繰延ヘッジ損益 2 △1

 土地再評価差額金 △6 -

 退職給付に係る調整額 204 51

 その他の包括利益合計 400 △73

包括利益 3,530 2,927

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 3,431 2,853

 非支配株主に係る包括利益 98 74
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（３）連結株主資本等変動計算書 

   当連結会計年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) 

【訂正前】 

 (単位：百万円)

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,065 6,034 19,956 △28 28,029

当期変動額  

剰余金の配当  △259 △259

親会社株主に帰属する当

期純利益 
 2,928 2,928

自己株式の取得  △1 △1

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
 

当期変動額合計 ― ― 2,669 △1 2,667

当期末残高 2,065 6,034 22,625 △29 30,697

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金

退職給付に係る調

整累計額 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 899 3 3,231 △525 3,609 1,044 32,682

当期変動額   

剰余金の配当   △259

親会社株主に帰属する当

期純利益 
  2,928

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
△355 △1 ― 46 △309 67 △242

当期変動額合計 △355 △1 ― 46 △309 67 2,425

当期末残高 544 2 3,231 △478 3,299 1,111 35,108

 



 
 
【訂正後】 

 (単位：百万円)

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,065 6,034 19,956 △28 28,029

当期変動額  

剰余金の配当  △259 △259

親会社株主に帰属する当

期純利益 
 2,928 2,928

自己株式の取得  △1 △1

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
 

当期変動額合計 ― ― 2,669 △1 2,667

当期末残高 2,065 6,034 22,625 △29 30,697

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金

退職給付に係る調

整累計額 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 899 3 3,231 △525 3,609 1,044 32,682

当期変動額   

剰余金の配当   △259

親会社株主に帰属する当

期純利益 
  2,928

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
△120 △1 ― 46 △75 67 △7

当期変動額合計 △120 △1 ― 46 △75 67 2,660

当期末残高 778 2 3,231 △478 3,534 1,111 35,343
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(セグメント情報等) 

(セグメント情報) 

Ⅱ  当連結会計年度(自  平成30年４月１日  至  平成31年３月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

【訂正前】 

（単位：百万円） 

  物流関連事業 
その他事業 

(注) 1 
合計 

調整額 
(注) 2 

連結財務諸表 
計上額 
(注) 3 

 セグメント資産 88,833 3,619 92,453 1,645 94,098

(注) ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。また、セグメント資産の調整額は、セグメント間債権

消去△168百万円及び各セグメントに帰属しない全社資産1,835百万円等であります。 

 

【訂正後】 

（単位：百万円） 

  物流関連事業 
その他事業 

(注) 1 
合計 

調整額 
(注) 2 

連結財務諸表 
計上額 
(注) 3 

 セグメント資産 89,171 3,619 92,791 1,541 94,332

(注) ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。また、セグメント資産の調整額は、セグメント間債権

消去△168百万円及び各セグメントに帰属しない全社資産1,731百万円等であります。 
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 (１株当たり情報) 

【訂正前】 

 
前連結会計年度 

(自  平成29年４月１日 
至  平成30年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成30年４月１日 
至  平成31年３月31日) 

１株当たり純資産額 4,879円70銭 5,243円78銭

(注) ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成31年３月31日) 

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 32,682 35,108

 普通株式に係る純資産額(百万円) 31,638 33,996

 

【訂正後】 

 
前連結会計年度 

(自  平成29年４月１日 
至  平成30年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成30年４月１日 
至  平成31年３月31日) 

１株当たり純資産額 4,879円70銭 5,279円96銭

(注) ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成31年３月31日) 

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 32,682 35,343

 普通株式に係る純資産額(百万円) 31,638 34,231

 
以上 


