
 

2018 年 7月 11 日 

各 位 

                       会 社 名  株式会社ローソン 

                       代 表 者 名   代表取締役 社長 竹増 貞信 

                              （コード：2651  東証第一部） 

                       問 合 せ 先   理事執行役員  

                              財務経理本部長 髙西 朋貴          

                              （TEL．03-5435-2773） 

 

(訂正・数値データ訂正)「2018 年 2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

及び「2018 年 2月期 決算補足資料」の一部訂正について  

2018 年 4 月 11 日に発表いたしました「2018 年 2 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2018 年 2

月期 決算補足資料」の業績予想に訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正

後の数値データも送信いたします。 

 

・理由 

個別業績予想に含めていなかった連結子会社からの配当金を受領したこと、及び営業外収益に計上予

定であった配当金の一部を投資の回収とすることが適当であると判断したことから、2018 年度の個別の

業績予想を一部訂正いたします。 

なお、当社連結子会社からの配当金であるため、連結業績予想に与える影響はありません。 

 

・訂正箇所 

【2018 年 2 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）】 

① サマリー情報 2ページ 

（参考）個別業績の概要 

2019 年 2月期の個別業績予想(2018 年 3月 1日～2019 年 2月 28日) 

＜訂正前＞ 

  経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期(累計) 37,500 21.1 29,000 42.4 289.84 

通 期 67,500 33.6 45,500 134.3 454.74 

 

＜訂正後＞ 

  経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期(累計) 30,000 △3.1 21,500 5.6 214.88 

通 期 60,000 18.8 38,000 95.7 379.79 



② P.8（４）今後の見通し 

＜訂正前＞ 

  

個別業績予想 

第２四半期 (累計) 通期 

予想値 前年同期比  

(％) 

予想値 前年同期比  

(％) (百万円) (百万円) 

経常利益 37,500 121.1 67,500 133.6 

(親会社株主に帰属

する)当期純利益 
29,000 142.4 45,500 234.3 

 

 

＜訂正後＞ 

  

個別業績予想 

第２四半期 (累計) 通期 

予想値 前年同期比 

 (％) 

予想値 前年同期比 

 (％) (百万円) (百万円) 

経常利益 30,000 96.9 60,000 118.8 

(親会社株主に帰属

する)当期純利益 
21,500 105.6 38,000 195.7 

 

 

【2018 年 2 月期 決算補足資料】 

① P. 11 ■主な業績と予想 Results and forecasts for major financial indicators 

＜訂正前＞ 

2018 年度(計画)/FY2018(Forecast) 

 

 第２四半期累計期間/1H 通期計画/Full year 

2018.3.1 - 2018.8.31 2018.3.1 - 2019.2.28 

金額/Amount 前年比/YoY 金額/Amount 前年比/YoY 

経常利益 (百万円)  

37,500 121.1% 67,500 133.6% Ordinary income (millions of 

yen) 

当期純利益 (百万円) 
29,000 142.4% 45,500 234.3% 

Profit (millions of yen) 

1 株当たり当期純利益 (円) 
289.84 454.74 

Profit per share (yen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜訂正後＞ 

2018 年度(計画)/FY2018(Forecast) 

 

 第 2四半期累計期間/1H 通期計画/Full year 

2018.3.1 - 2018.8.31 2018.3.1 - 2019.2.28 

金額/Amount 前年比/YoY 金額/Amount 前年比/YoY 

経常利益 (百万円)  

30,000 96.9% 60,000 118.8% Ordinary income (millions of 

yen) 

当期純利益 (百万円) 
21,500 105.6% 38,000 195.7% 

Profit (millions of yen) 

1 株当たり当期純利益 (円) 
214.88 379.79 

Profit per share (yen) 

 

 

②P. 13 ■投融資の状況 Capital expenditure 
＜訂正前＞ 

2018 年度計画 

Forecasts / 2018.3.1 - 2019.2.28 

百万円/Millions of yen 

新店投資 New store investments 49,000 

既存店投資 Existing store investments 8,000 

システム関連投資 IT - related investments 12,000 

その他 Other 5,000 

投資小計 Subtotal 74,000 

出資・融資 Investments and advances 2,000 

リース Leases 71,000 

合計 Total 147,000 

 

 

＜訂正後＞ 

2018 年度計画 

Forecasts / 2018.3.1 - 2019.2.28 

百万円/Millions of yen 

新店投資 New store investments 49,000 

既存店投資 Existing store investments 8,000 

システム関連投資 IT - related investments 12,000 

その他 Other 5,000 

投資小計 Subtotal 74,000 

出資・融資 Investments and advances -7,000 

リース Leases 71,000 

合計 Total 138,000 

 

 

以上 


