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2018 年 6 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 G‐7ホールディングス

代表者名 代表取締役社長 金田 達三

（コード番号：7508 東証一部）

問合せ先 取締役財務部長 岸本 安正

℡ 078－797－7705

（訂正・数値データ訂正）

「2018 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、2018 年 5 月 14 日に発表いたしました「2018 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまし

て一部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も送信いたします。

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

「2018 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」提出後に、連結包括利益計算書等の記載内容につきまし

て一部誤りがありましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。

２．訂正の内容

○サマリー情報 1ページ

１．2018 年 3 月期の連結業績（2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日）

（１）連結経営成績

【訂正前】
（％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 ％

2018 年 3 月期 119,816 8.6 4,324 11.0 4,568 12.5 2,648 27.3

2017 年 3 月期 110,377 6.2 3,897 28.7 4,062 26.1 2,080 11.4

（注） 包括利益 2018 年 3 月期 2,769 百万円（27.4%） 2017 年 3 月期 2,174 百万円（11.9%）

【訂正後】
（％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 ％

2018 年 3 月期 119,816 8.6 4,324 11.0 4,568 12.5 2,648 27.3

2017 年 3 月期 110,377 6.2 3,897 28.7 4,062 26.1 2,080 11.4

（注） 包括利益 2018 年 3 月期 2,761 百万円（27.0%） 2017 年 3 月期 2,174 百万円（11.9%）
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○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

連結包括利益計算書

【訂正前】

（連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

至 2018年３月31日)

当期純利益 2,114 2,696

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 55 127

土地再評価差額金 － 8

為替換算調整勘定 △32 △24

退職給付に係る調整額 36 △38

その他の包括利益合計 59 73

包括利益 2,174 2,769

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,139 2,722

非支配株主に係る包括利益 34 47

【訂正後】

（連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

至 2018年３月31日)

当期純利益 2,114 2,696

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 55 127

為替換算調整勘定 △32 △24

退職給付に係る調整額 36 △38

その他の包括利益合計 59 64

包括利益 2,174 2,761

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,139 2,713

非支配株主に係る包括利益 34 47
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○添付資料 11～12 ページ

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】

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

至 2018年３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 3,532 3,825

減価償却費 1,545 1,558

のれん償却額 27 50

減損損失 390 544

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74 137

店舗閉鎖損失 20 53

賞与引当金の増減額（△は減少） △99 188

ポイント引当金の増減額（△は減少） △17 △104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19 62

受取利息及び受取配当金 △7 △14

支払利息 54 62

有形固定資産除却損 48 74

有形固定資産売却損益（△は益） － 31

投資有価証券評価損益（△は益） 44 16

差入保証金の増減額（△は増加） △113 △48

為替差損益（△は益） 37 △122

売上債権の増減額（△は増加） 22 △663

たな卸資産の増減額（△は増加） △265 123

その他の資産の増減額（△は増加） △54 28

仕入債務の増減額（△は減少） 171 551

未払消費税等の増減額（△は減少） △118 94

その他の負債の増減額（△は減少） 198 376

その他 △58 △77

小計 5,453 6,747

利息及び配当金の受取額 7 14

利息の支払額 △47 △55

法人税等の支払額 △1,727 △1,503

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,685 5,204
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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

至 2018年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,704 △1,703

有形固定資産の売却による収入 5 92

投資有価証券の取得による支出 △32 △2

定期預金の払戻による収入 － 90

投資有価証券の売却による収入 － 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
－ 100

貸付けによる支出 △68 △159

貸付金の回収による収入 4 31

敷金及び保証金の差入による支出 △93 △131

敷金及び保証金の回収による収入 54 97

預り保証金の受入による収入 26 21

その他の支出 △76 △116

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,884 △1,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 300 1,165

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △200 △2,583

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△92 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △604 △700

その他の支出 △41 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △638 △1,638

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,149 1,883

現金及び現金同等物の期首残高 8,242 9,395

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 4 －

現金及び現金同等物の期末残高 9,395 11,279
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【訂正後】

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

至 2018年３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 3,532 3,825

減価償却費 1,545 1,558

のれん償却額 27 50

減損損失 390 544

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74 137

店舗閉鎖損失 20 53

賞与引当金の増減額（△は減少） △99 188

ポイント引当金の増減額（△は減少） △17 △104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19 62

受取利息及び受取配当金 △7 △14

支払利息 54 62

有形固定資産除却損 48 74

有形固定資産売却損益（△は益） － 31

投資有価証券評価損益（△は益） 44 16

差入保証金の増減額（△は増加） △113 △48

為替差損益（△は益） 37 △122

売上債権の増減額（△は増加） 22 △663

たな卸資産の増減額（△は増加） △265 123

その他の資産の増減額（△は増加） △54 28

仕入債務の増減額（△は減少） 171 551

未払消費税等の増減額（△は減少） △118 94

その他の負債の増減額（△は減少） 198 376

その他 △58 △77

小計 5,453 6,747

利息及び配当金の受取額 7 14

利息の支払額 △47 △55

法人税等の支払額 △1,727 △1,503

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,685 5,204
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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

至 2018年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,704 △1,703

有形固定資産の売却による収入 5 92

投資有価証券の取得による支出 △32 △2

定期預金の払戻による収入 － 90

投資有価証券の売却による収入 － 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
－ 100

貸付けによる支出 △68 △159

貸付金の回収による収入 4 31

敷金及び保証金の差入による支出 △93 △131

敷金及び保証金の回収による収入 54 97

預り保証金の受入による収入 26 21

その他の支出 △76 △116

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,884 △1,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 300 1,165

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △200 △2,583

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△92 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △604 △700

その他の支出 △41 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △638 △1,638

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,149 1,883

現金及び現金同等物の期首残高 8,242 9,395

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 4 －

現金及び現金同等物の期末残高 9,395 11,279

以 上


