
 

2020年２月18日 

各 位 

会 社 名 株式会社ヒノキヤグループ 

代表者名 代表取締役社長 近藤 昭 

  (コード：1413 東証第１部) 

問合せ先  取締役総合企画部長 島田 幸雄 

  電話番号（03）5224-5121 

 

(訂正・数値データ訂正) 「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正について 

 

当社は、2020年２月10日に公表いたしました「2019年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正すべ

き事項がありましたので、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。なお訂正箇所には、適宜、下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

  2020年２月10日の公表後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

 

 サマリー情報 

 １．2019年12月期の連結業績（2019年１月１日～2019年12月31日） 

（訂正前） 

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

 2019年12月期 117,687 6.7 6,269 42.4 6,231 42.1 2,386 3.6 

 2018年12月期 110,259 5.0 4,403 △30.0 4,386 △30.1 2,303 △33.2 
 

(注) 包括利益 2019年12月期 2,903 百万円( 17.0％) 2018年12月期 2,482 百万円( △36.1％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

 2019年12月期 189.43 189.41 13.1 9.5 5.3 

 2018年12月期 183.13 183.09 13.6 7.1 4.0 
 

(参考) 持分法投資損益 2019年12月期 △16 百万円 2018年12月期 △5百万円
  

（２）連結財政状態 
 

 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 

 2019年12月期 66,963 22,529 28.2 1,496.83 

 2018年12月期 64,288 20,383 27.4 1,399.83 
 

(参考) 自己資本  2019年12月期 18,866 百万円  2018年12月期 17,607百万円
  

  



 

（訂正後） 

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

 2019年12月期 117,687 6.7 6,269 42.4 6,231 42.1 2,360 2.5 

 2018年12月期 110,259 5.0 4,403 △30.0 4,386 △30.1 2,303 △33.2 
 

(注) 包括利益 2019年12月期 2,877 百万円( 15.9％) 2018年12月期 2,482 百万円( △36.1％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

 2019年12月期 187.37 187.35 13.0 9.5 5.3 

 2018年12月期 183.13 183.09 13.6 7.1 4.0 
 

(参考) 持分法投資損益 2019年12月期 △16 百万円 2018年12月期 △5百万円
  

（２）連結財政状態 
 

 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 

 2019年12月期 66,937 22,503 28.1 1,494.76 

 2018年12月期 64,288 20,383 27.4 1,399.83 
 

(参考) 自己資本  2019年12月期 18,840 百万円  2018年12月期 17,607百万円
  

 

  ２．配当の状況 
 （訂正前） 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

 2018年12月期 － 45.00 － 45.00 90.00 1,132 49.1 6.7 

 2019年12月期 － 45.00 － 45.00 90.00 1,134 47.5 6.2 

 2020年12月期
(予想) 

－ 45.00 － 45.00 90.00  32.4  

 

 （訂正後） 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

 2018年12月期 － 45.00 － 45.00 90.00 1,132 49.1 6.7 

 2019年12月期 － 45.00 － 45.00 90.00 1,134 48.0 6.2 

 2020年12月期
(予想) 

－ 45.00 － 45.00 90.00  32.4  
  



 

(参考) 個別業績の概要 

１．2019年12月期の個別業績（ 2019年１月１日～ 2019年12月31日） 

 （訂正前） 

（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 ％ 

 2019年12月期 5,852 △12.4 2,736 △4.9 2,773 △4.1 709 △76.3 

 2018年12月期 6,681 5.2 2,878 △3.8 2,892 0.3 2,992 10.2 
  

 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 

 2019年12月期 56.32 － 

 2018年12月期 237.94 － 

  

（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 

 2019年12月期 34,489 17,526 50.8 1,390.54 

 2018年12月期 37,145 17,907 48.2 1,423.69 
 

(参考) 自己資本  2019年12月期 17,526 百万円  2018年12月期 17,907百万円

 

（訂正後） 

（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 ％ 

 2019年12月期 5,852 △12.4 2,736 △4.9 2,772 △4.1 786 △73.7 

 2018年12月期 6,681 5.2 2,878 △3.8 2,892 0.3 2,992 10.2 
  

 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 

 2019年12月期 62.43 － 

 2018年12月期 237.94 － 

  

（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 

 2019年12月期 34,489 17,603 51.0 1,396.65 

 2018年12月期 37,145 17,907 48.2 1,423.69 
 

(参考) 自己資本  2019年12月期 17,603 百万円  2018年12月期 17,907百万円
  



 

 添付資料２ページ 

    １．経営成績等の概況 

   （１）当期の経営成績の概況 

（訂正前） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境を中心に穏やかな回復傾向ではあるものの、米中貿易摩擦の長期化に

よる世界経済の不確実性、相次いだ自然災害や消費増税による国内景気への影響が懸念される等、依然として先行き不

透明な状況が続いております。 

（中略） 

この結果、当連結会計年度の売上高は1,176億87百万円(前年同期比6.7％増)、営業利益は62億69百万円（前年同期

比42.4％増）、経常利益は62億31百万円（前年同期比42.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は23億86百万円

（前年同期比2.5％増）となりました。 

 

（訂正後） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境を中心に穏やかな回復傾向ではあるものの、米中貿易摩擦の長期化に

よる世界経済の不確実性、相次いだ自然災害や消費増税による国内景気への影響が懸念される等、依然として先行き不

透明な状況が続いております。 

（中略） 

この結果、当連結会計年度の売上高は1,176億87百万円(前年同期比6.7％増)、営業利益は62億69百万円（前年同期

比42.4％増）、経常利益は62億31百万円（前年同期比42.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は23億60百万円

（前年同期比2.5％増）となりました。 

 

 添付資料３ページ 

    １．経営成績等の概況 

   （２）当期の財政状態の概況 

  （訂正前） 

  （総資産） 

当連結会計年度末における総資産合計は669億63百万円（前年同期比4.2％増）となり、前連結会計年度末に比べ

26億74百万円の増加となりました。 

流動資産は479億79百万円（前年同期比4.3％増）となり、前連結会計年度末に比べ19億78百万円の増加となりま

した。この増加の主な要因は、販売用不動産の18億33百万円の増加等によるものであります。 

固定資産は189億84百万円（前年同期比3.8％増）となり、前連結会計年度末に比べ６億96百万円の増加となりま

した。 

 

  （訂正後） 

   (総資産) 

当連結会計年度末における総資産合計は669億37百万円（前年同期比4.1％増）となり、前連結会計年度末に比べ

26億48百万円の増加となりました。 

流動資産は479億79百万円（前年同期比4.3％増）となり、前連結会計年度末に比べ19億78百万円の増加となりま

した。この増加の主な要因は、販売用不動産の18億33百万円の増加等によるものであります。 

固定資産は189億58百万円（前年同期比3.7％増）となり、前連結会計年度末に比べ６億70百万円の増加となりま

した。 
  



 

 添付資料４ページ 

    １．経営成績等の概況 

   （２）当期の財政状態の概況 

 （訂正前） 

(純資産) 

当連結会計年度末における純資産合計は225億29百万円（前年同期比10.5％増）となり、前連結会計年度末に比

べ21億46百万円の増加となりました。 

この変動の主な要因は、当期純利益29億86百万円と配当金11億33百万円によるものであります。 

 

(自己資本比率) 

当連結会計年度末における自己資本比率は28.2％（前連結会計年度比0.8ポイント増）となりました。 

 

  （訂正後） 

   (純資産) 

当連結会計年度末における純資産合計は225億３百万円（前年同期比10.4％増）となり、前連結会計年度末に比

べ21億20百万円の増加となりました。 

この変動の主な要因は、当期純利益29億60百万円と配当金11億33百万円によるものであります。 

 

(自己資本比率) 

当連結会計年度末における自己資本比率は28.1％（前連結会計年度比0.7ポイント増）となりました。 
  



 

 添付資料４ページ 

    １．経営成績等の概況 

   （３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 

 （訂正前） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは43億４百万円の収入（前年同期は45億92百万円の収入）となりました。こ

れは、税金等調整前当期純利益53億２百万円（前年同期は43億３百万円）、仕入債務の増加額３億32百万円（前年

同期は15億60百万円の増加）があり、一方で販売用不動産の増加額17億23百万円（前年同期は18億17百万円の増

加）、未成工事受入金の減少額10億63百万円（前年同期は30億１百万円の増加）、法人税等の支払額18億32百万円

（前年同期は20億11百万円）などがあったことによるものであります。 

（以下、略） 

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 

自己資本比率 32.5 31.3 26.9 27.4 28.2 

時価ベースの自己資本比率 39.6 42.5 51.6 41.6 40.9 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

812.4 359.6 474.9 315.6 331.6 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

16.5 50.2 55.5 60.1 51.2 

 

 （訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは43億４百万円の収入（前年同期は45億92百万円の収入）となりました。こ

れは、税金等調整前当期純利益52億76百万円（前年同期は43億３百万円）、仕入債務の増加額３億32百万円（前年

同期は15億60百万円の増加）があり、一方で販売用不動産の増加額17億23百万円（前年同期は18億17百万円の増

加）、未成工事受入金の減少額10億63百万円（前年同期は30億１百万円の増加）、法人税等の支払額18億32百万円

（前年同期は20億11百万円）などがあったことによるものであります。 

（以下、略） 

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 

自己資本比率 32.5 31.3 26.9 27.4 28.1 

時価ベースの自己資本比率 39.6 42.5 51.6 41.6 40.9 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

812.4 359.6 474.9 315.6 331.6 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

16.5 50.2 55.5 60.1 51.2 

  



 

  添付資料６ページ 

    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 
(2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(2019年12月31日) 

資産の部   

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 12,995,709 13,362,979 

    減価償却累計額 △6,089,301 △6,561,757 

    建物及び構築物（純額） 6,906,407 6,801,222 

   機械装置及び運搬具 1,334,867 1,020,191 

    減価償却累計額 △961,529 △815,159 

    機械装置及び運搬具（純額） 373,338 205,032 

   土地 4,719,470 4,989,996 

   建設仮勘定 608,574 257,679 

   その他 1,094,821 1,108,341 

    減価償却累計額 △837,352 △871,382 

    その他（純額） 257,468 236,958 

   有形固定資産合計 12,865,260 12,490,888 

  (中略)   

  固定資産合計 18,287,663 18,984,271 

 資産合計 64,288,845 66,963,844 

 

（訂正後） 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(2019年12月31日) 

資産の部   

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 12,995,709 13,362,979 

    減価償却累計額 △6,089,301 △6,561,757 

    建物及び構築物（純額） 6,906,407 6,801,222 

   機械装置及び運搬具 1,334,867 1,020,191 

    減価償却累計額 △961,529 △815,159 

    機械装置及び運搬具（純額） 373,338 205,032 

   土地 4,719,470 4,989,996 

   建設仮勘定 608,574 257,679 

   その他 1,094,821 653,271 

    減価償却累計額 △837,352 △442,312 

    その他（純額） 257,468 210,958 

   有形固定資産合計 12,865,260 12,464,888 

  （中略）   

  固定資産合計 18,287,663 18,958,271 

 資産合計 64,288,845 66,937,844 
  



 

  添付資料７ページ 

    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 
(2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(2019年12月31日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 389,900 389,900 

  資本剰余金 139,510 143,368 

  利益剰余金 19,016,892 20,269,825 

  自己株式 △1,972,999 △1,920,622 

  株主資本合計 17,573,302 18,882,471 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 34,714 19,917 

  為替換算調整勘定 △373 △35,865 

  その他の包括利益累計額合計 34,341 △15,948 

 非支配株主持分 2,775,556 3,662,707 

 純資産合計 20,383,200 22,529,230 

負債純資産合計 64,288,845 66,963,844 

 

（訂正後） 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(2019年12月31日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 389,900 389,900 

  資本剰余金 139,510 143,368 

  利益剰余金 19,016,892 20,243,825 

  自己株式 △1,972,999 △1,920,622 

  株主資本合計 17,573,302 18,856,471 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 34,714 19,917 

  為替換算調整勘定 △373 △35,865 

  その他の包括利益累計額合計 34,341 △15,948 

 非支配株主持分 2,775,556 3,662,707 

 純資産合計 20,383,200 22,503,230 

負債純資産合計 64,288,845 66,937,844 
  



 

   添付資料８ページ 

    ３．連結財務諸表及び主な注記 

   （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

      連結損益計算書 

 

 

（訂正前） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自  2018年１月１日 
 至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
 至  2019年12月31日) 

(中略)   

特別損失   

 固定資産除売却損 87,774 － 

 減損損失 48,674 980,515 

 災害による損失 － 11,521 

 投資有価証券売却損 － 6,817 

 投資有価証券評価損 － 20,133 

 特別損失合計 136,448 1,018,989 

税金等調整前当期純利益 4,303,030 5,302,344 

法人税、住民税及び事業税 1,776,537 2,515,093 

法人税等調整額 △3,398 △199,025 

法人税等合計 1,773,139 2,316,067 

当期純利益 2,529,890 2,986,277 

非支配株主に帰属する当期純利益 226,636 600,102 

親会社株主に帰属する当期純利益 2,303,254 2,386,174 

 

（訂正後） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自  2018年１月１日 
 至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
 至  2019年12月31日) 

（中略）   

特別損失   

 固定資産除売却損 87,774 － 

 減損損失 48,674 1,006,515 

 災害による損失 － 11,521 

 投資有価証券売却損 － 6,817 

 投資有価証券評価損 － 20,133 

 特別損失合計 136,448 1,044,989 

税金等調整前当期純利益 4,303,030 5,276,344 

法人税、住民税及び事業税 1,776,537 2,515,093 

法人税等調整額 △3,398 △199,025 

法人税等合計 1,773,139 2,316,067 

当期純利益 2,529,890 2,960,277 

非支配株主に帰属する当期純利益 226,636 600,102 

親会社株主に帰属する当期純利益 2,303,254 2,360,174 
  



 

    添付資料９ページ 

     ３．連結財務諸表及び主な注記 

   （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：千円) 
          前連結会計年度 

(自  2018年１月１日 
 至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
 至  2019年12月31日) 

当期純利益 2,529,890 2,986,277 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △47,751 △14,696 

 為替換算調整勘定 128 △65,663 

 持分法適用会社に対する持分相当額 － △2,290 

 その他の包括利益合計 △47,622 △82,650 

包括利益 2,482,267 2,903,627 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 2,255,770 2,336,022 

 非支配株主に係る包括利益 226,497 567,604 

 

 （訂正後） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自  2018年１月１日 
 至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
 至  2019年12月31日) 

当期純利益 2,529,890 2,960,277 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △47,751 △14,696 

 為替換算調整勘定 128 △65,663 

 持分法適用会社に対する持分相当額 － △2,290 

 その他の包括利益合計 △47,622 △82,650 

包括利益 2,482,267 2,877,627 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 2,255,770 2,310,022 

 非支配株主に係る包括利益 226,497 567,604 
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     ３．連結財務諸表及び主な注記 

   （３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

 当連結会計年度(自 2019年１月１日 至2019年12月31日) 

 (単位：千円) 

 
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 389,900 139,510 19,016,892 △1,972,999 17,573,302 

当期変動額      

剰余金の配当   △1,133,241  △1,133,241 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
  2,386,174  2,386,174 

自己株式の取得    △84 △84 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

 △1,412   △1,412 

自己株式の処分  5,270  52,461 57,731 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

    － 

当期変動額合計 － 3,857 1,252,933 52,377 1,309,168 

当期末残高 389,900 143,368 20,269,825 △1,920,622 18,882,471 

 

 

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 

為替換算 

調整勘定 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 34,714 △373 34,341 2,775,556 20,383,200 

当期変動額      

剰余金の配当     △1,133,241 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
    2,386,174 

自己株式の取得     △84 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

    △1,412 

自己株式の処分     57,731 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

△14,797 △35,491 △50,289 887,150 836,861 

当期変動額合計 △14,797 △35,491 △50,289 887,150 2,146,030 

当期末残高 19,917 △35,865 △15,948 3,662,707 22,529,230 
  



 

 （訂正後） 

 当連結会計年度(自 2019年１月１日 至2019年12月31日) 

 (単位：千円) 

 
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 389,900 139,510 19,016,892 △1,972,999 17,573,302 

当期変動額      

剰余金の配当   △1,133,241  △1,133,241 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
  2,360,174  2,360,174 

自己株式の取得    △84 △84 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

 △1,412   △1,412 

自己株式の処分  5,270  52,461 57,731 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

    － 

当期変動額合計 － 3,857 1,226,933 52,377 1,283,168 

当期末残高 389,900 143,368 20,243,825 △1,920,622 18,856,471 

 

 

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 

為替換算 

調整勘定 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 34,714 △373 34,341 2,775,556 20,383,200 

当期変動額      

剰余金の配当     △1,133,241 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
    2,360,174 

自己株式の取得     △84 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

    △1,412 

自己株式の処分     57,731 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

△14,797 △35,491 △50,289 887,150 836,861 

当期変動額合計 △14,797 △35,491 △50,289 887,150 2,120,030 

当期末残高 19,917 △35,865 △15,948 3,662,707 22,503,230 
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     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  2018年１月１日 
 至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
 至  2019年12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 4,303,030 5,302,344 

 減価償却費 1,287,441 1,288,086 

 減損損失 48,674 980,515 

 (中略)   

 小計 6,644,027 6,147,049 

 (中略)   

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,592,914 4,304,887 

 

 

 （訂正後） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自  2018年１月１日 
 至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
 至  2019年12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 4,303,030 5,276,344 

 減価償却費 1,287,441 1,288,086 

 減損損失 48,674 1,006,515 

 （中略）   

 小計 6,644,027 6,147,049 

 （中略）   

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,592,914 4,304,887 
  



 

  添付資料15ページ 

     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 

     （セグメント情報等） 

     ２ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 

 (訂正前) 

（単位：千円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 6,456,661 8,195,875 

「その他」の区分の利益 4,234 △1,829 

セグメント間取引消去 △9,772 35,431 

 全社費用(注) △2,048,065 △1,959,850 

連結財務諸表の営業利益 4,403,057 6,269,626 

 

 

 

 （訂正後） 

（単位：千円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 6,456,661 8,195,875 

「その他」の区分の利益又は損失(△) 4,234 △1,829 

セグメント間取引消去 △9,772 35,431 

 全社費用(注) △2,048,065 △1,959,850 

連結財務諸表の営業利益 4,403,057 6,269,626 
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     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 

     （１株当たり情報） 

 (訂正前) 

 
前連結会計年度 

(自  2018年１月１日 
  至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
  至  2019年12月31日) 

１株当たり純資産額 1,399円83銭 1,496円83銭 

１株当たり当期純利益金額 183円13銭 189円43銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 183円09銭 189円41銭 

 

(注) １  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(自  2018年１月１日 
  至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
  至  2019年12月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 2,303,254 2,386,174 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する 
当期純利益(千円) 

2,303,254 2,386,174 

普通株式の期中平均株式数(株) 12,577,266 12,596,308 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) △530 △316 

（うち子会社の発行する潜在株式による調整額 
(千円)） 

(△530) (△316) 

普通株式増加数(株) － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

 
－ 

 
－ 

 

２  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。 

 

項目 
前連結会計年度 
(2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(2019年12月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 20,383,200 22,529,230 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 2,775,556 3,662,707 

(うち新株予約権(千円)) (－) (－) 

(うち非支配株主持分(千円)) (2,775,556) (3,662,707) 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 17,607,643 18,866,523 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株) 

12,578,371 12,604,361 
  



 

（訂正後） 

 
前連結会計年度 

(自  2018年１月１日 
  至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
  至  2019年12月31日) 

１株当たり純資産額 1,399円83銭 1,494円76銭 

１株当たり当期純利益金額 183円13銭 187円37銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 183円09銭 187円35銭 

 

(注) １  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(自  2018年１月１日 
  至  2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(自  2019年１月１日 
  至  2019年12月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 2,303,254 2,360,174 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する 
当期純利益(千円) 

2,303,254 2,360,174 

普通株式の期中平均株式数(株) 12,577,266 12,596,308 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) △530 △316 

（うち子会社の発行する潜在株式による調整額 
(千円)） 

(△530) (△316) 

普通株式増加数(株) － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

 
－ 

 
－ 

 

２  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。 

 

項目 
前連結会計年度 
(2018年12月31日) 

当連結会計年度 
(2019年12月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 20,383,200 22,503,230 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 2,775,556 3,662,707 

(うち新株予約権(千円)) (－) (－) 

(うち非支配株主持分(千円)) (2,775,556) (3,662,707) 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 17,607,643 18,840,523 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株) 

12,578,371 12,604,361 

 

以 上  


