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2019年５月28日 

各 位 

上場会社名  センコーグループホールディングス株式会社 

代 表 者   代表取締役社長  福田 泰久 

（コード番号 ９０６９ 東証一部） 

問 合 せ 先  執行役員 広報・IR 担当 小久保 悟 

（ＴＥＬ． ０６－６４４０－５１５６） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、2019年５月10日13時40分に発表した「2019年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」につい
て訂正がありましたので、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おります。 
 

記 

１．訂正の内容  
 
添付資料 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 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

(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 26,528 29,730 54,968 △590 110,637 

当期変動額      

剰余金の配当   △3,640  △3,640 

親会社株主に帰属する当期 

純利益 
  11,681  11,681 

自己株式の取得    △127 △127 

自己株式の処分  △2  20 17 

連結範囲の変動   △26  △26 

非支配株主との取引に係る 

親会社の持分変動 
 114   114 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
    － 

当期変動額合計 － 111 8,015 △107 8,018 

当期末残高 26,528 29,841 62,983 △697 118,656 
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 その他の包括利益累計額 

新株予約権 
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 

為替換算 

調整勘定 

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 1,775 △61 334 △42 2,005 373 5,040 118,056 

当期変動額         

剰余金の配当     －   △3,640 

親会社株主に帰属する当期 

純利益 
    －   11,681 

自己株式の取得     －   △127 

自己株式の処分     －   17 

連結範囲の変動     －   △26 

非支配株主との取引に係る 

親会社の持分変動 
    －   114 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△424 57 △212 △877 △1,457 51 2,225 820 

当期変動額合計 △424 57 △212 △877 △1,457 51 2,225 8,838 

当期末残高 1,350 △3 122 △920 548 424 7,265 126,895 

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

(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 26,528 29,730 54,968 △590 110,637 

当期変動額      

剰余金の配当   △3,660  △3,660 

親会社株主に帰属する当期 

純利益 
  11,681  11,681 

自己株式の取得    △127 △127 

自己株式の処分  △2  20 17 

連結範囲の変動   △5  △5 

非支配株主との取引に係る 

親会社の持分変動 
 114   114 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
    － 

当期変動額合計 － 111 8,015 △107 8,018 

当期末残高 26,528 29,841 62,983 △697 118,656 
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 その他の包括利益累計額 

新株予約権 
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 

為替換算 

調整勘定 

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 1,775 △61 334 △42 2,005 373 5,040 118,056 

当期変動額         

剰余金の配当     －   △3,660 

親会社株主に帰属する当期 

純利益 
    －   11,681 

自己株式の取得     －   △127 

自己株式の処分     －   17 

連結範囲の変動     －   △5 

非支配株主との取引に係る 

親会社の持分変動 
    －   114 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△424 57 △212 △877 △1,457 51 2,225 820 

当期変動額合計 △424 57 △212 △877 △1,457 51 2,225 8,838 

当期末残高 1,350 △3 122 △920 548 424 7,265 126,895 

 

２．訂正の理由 

「2019 年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明したた

め、提出後の決算短信を訂正させていただくものであります。 

なお、上記訂正は、損益に及ぼす影響はございません。 

 

 

以 上 

 
 
 


