
 

 

 

 

平成 30年５月 22日 

各   位 

会 社 名 カンダホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長    勝又 一俊 

   （コード：９０５９、東証第二部） 

問合せ先 専務取締役管理本部長 原島 藤壽 

   （TEL．０３－６３２７－１８１１） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

平成 30年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について 

 

平成 30年５月 15日 15時に発表いたしました平成 30年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）について訂

正すべき事項がありましたので、下記の通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。 

記 

 

１．訂正内容及び理由 

 「平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」記載内容の一部に訂正すべき事項があることが判明し

たため当該事項を訂正するものであります。 

 

２．訂正の箇所 

 訂正箇所には下線を付して表示しております。 
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＜サマリー情報＞ 

１．平成30年３月期の連結業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日） 

（訂正前） 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 
 

 営業収益 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 ％ 

30年３月期 40,926 4.5 1,831 13.0 1,813 5.9 1,063 9.1 

29年３月期 39,171 6.2 1,620 7.4 1,712 15.8 975 △37.6 
 
（注）包括利益 30年３月期 1,173 百万円 （14.8％）  29年３月期 1,022 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 ％ ％ ％ 

30年３月期 98.84 － 6.7 4.8 4.5 

29年３月期 90.63 － 6.5 4.7 4.1 

（参考）持分法投資損益 30年３月期 － 百万円  29年３月期 － 百万円 

 

（訂正後） 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 
 

 営業収益 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 ％ 

30年３月期 40,926 4.5 1,831 13.0 1,813 5.9 1,066 9.3 

29年３月期 39,171 6.2 1,620 7.4 1,712 15.8 975 △37.6 
 
（注）包括利益 30年３月期 1,176 百万円 （15.0％）  29年３月期 1,022 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 ％ ％ ％ 

30年３月期 99.10 － 6.7 4.8 4.5 

29年３月期 90.63 － 6.5 4.7 4.1 

（参考）持分法投資損益 30年３月期 － 百万円  29年３月期 － 百万円 
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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 ％ ％ 

29年３月期 － 10.00 － 12.00 22.00 236 24.3 1.6 

30年３月期 － 12.00 － 12.00 24.00 258 24.3 1.6 

31年３月期（予想） － 12.00 － 12.00 24.00  23.3  

 

（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 ％ ％ 

29年３月期 － 10.00 － 12.00 22.00 236 24.3 1.6 

30年３月期 － 12.00 － 12.00 24.00 258 24.2 1.6 

31年３月期（予想） － 12.00 － 12.00 24.00  23.3  

 

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日） 

（訂正前） 

 （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 
 

 営業収益 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計） 21,300 5.0 950 △8.8 950 △7.0 560 △8.1 52.03 

通期 42,900 4.8 1,900 3.7 1,880 3.7 1,110 4.3 103.13 

 

（訂正後） 

 （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 
 

 営業収益 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計） 21,300 5.0 950 △8.8 950 △7.0 560 △8.1 52.03 

通期 42,900 4.8 1,900 3.7 1,880 3.7 1,110 4.1 103.13 

 

＜添付資料 ２ページ＞ 

１．経営成績等の概況 

（訂正前） 

(1）当期の経営成績の概況 

 

   （省略） 

 

以上の結果、当連結会計年度の連結営業収益は、平成29年３月に子会社化した株式会社中村エンタープ

ライズの業績もフルに寄与し409億26百万円（前年同期比4.5％増）となりました。前期計上した既存物流

施設の大規模修繕費用が減少したこと等も影響し、連結営業利益は18億31百万円（前年同期比13.0％増）、

連結経常利益は18億13百万円（前年同期比5.9％増）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は10億63

百万円（前年同期比9.1％増）となりました。 
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(4）今後の見通し 

 

   （省略） 

以上の方針等により、通期の業績につきましては、連結営業収益 429億円（前年同期比 4.8％増）、連

結営業利益は 19億円（前年同期比 3.7％増）、連結経常利益は 18億 80百万円（前年同期比 3.7％増）、親

会社株主に帰属する当期純利益は 11億 10百万円（前年同期比 4.3％増）を予定しております。 

 

（訂正後） 

(1）当期の経営成績の概況 

 

   （省略） 

 

以上の結果、当連結会計年度の連結営業収益は、平成29年３月に子会社化した株式会社中村エンタープ

ライズの業績もフルに寄与し409億26百万円（前年同期比4.5％増）となりました。前期計上した既存物流

施設の大規模修繕費用が減少したこと等も影響し、連結営業利益は18億31百万円（前年同期比13.0％増）、

連結経常利益は18億13百万円（前年同期比5.9％増）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は10億66

百万円（前年同期比9.3％増）となりました。 

 

(4）今後の見通し 

 

   （省略） 

以上の方針等により、通期の業績につきましては、連結営業収益 429億円（前年同期比 4.8％増）、連

結営業利益は 19億円（前年同期比 3.7％増）、連結経常利益は 18億 80百万円（前年同期比 3.7％増）、親

会社株主に帰属する当期純利益は 11億 10百万円（前年同期比 4.1％増）を予定しております。 

 

＜添付資料 11ページ＞ 

(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 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

税金等調整前当期純利益 1,655,249 1,808,527 

法人税、住民税及び事業税 635,187 685,644 

法人税等調整額 43,243 58,358 

法人税等合計 678,430 744,003 

当期純利益 976,819 1,064,524 

非支配株主に帰属する当期純利益 1,350 663 

親会社株主に帰属する当期純利益 975,468 1,063,860 
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（訂正後） 

 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

税金等調整前当期純利益 1,655,249 1,808,527 

法人税、住民税及び事業税 635,187 685,644 

法人税等調整額 43,243 55,660 

法人税等合計 678,430 741,305 

当期純利益 976,819 1,067,222 

非支配株主に帰属する当期純利益 1,350 663 

親会社株主に帰属する当期純利益 975,468 1,066,558 

 

＜添付資料 12ページ＞ 

(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 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当期純利益 976,819 1,064,524 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 36,221 125,533 

為替換算調整勘定 5,101 △22,236 

退職給付に係る調整額 4,171 5,504 

その他の包括利益合計 45,495 108,801 

包括利益 1,022,314 1,173,325 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,018,361 1,182,445 

非支配株主に係る包括利益 3,952 △9,119 
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（訂正後） 

 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

当期純利益 976,819 1,067,222 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 36,221 125,533 

為替換算調整勘定 5,101 △22,236 

退職給付に係る調整額 4,171 5,504 

その他の包括利益合計 45,495 108,801 

包括利益 1,022,314 1,176,024 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,018,361 1,185,143 

非支配株主に係る包括利益 3,952 △9,119 
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＜添付資料 14ページ＞ 

(3）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

 

当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３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 1,772,784 1,629,352 12,170,618 △330,791 15,241,964 

当期変動額      

剰余金の配当   △258,310  △258,310 

親会社株主に帰属する当期純

利益 
  1,063,860  1,063,860 

自己株式の取得    △44 △44 

株主資本以外の項目の当期変

動額（純額） 
  2,698  2,698 

当期変動額合計 － － 808,247 △44 808,203 

当期末残高 1,772,784 1,629,352 12,978,866 △330,835 16,050,167 

 

       

 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 

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 267,567 4,083 △12,858 258,792 31,167 15,531,924 

当期変動額       

剰余金の配当      △258,310 

親会社株主に帰属する当期純

利益 
     1,063,860 

自己株式の取得      △44 

株主資本以外の項目の当期変

動額（純額） 
125,533 △12,453 5,504 118,584 18,980 140,264 

当期変動額合計 125,533 △12,453 5,504 118,584 18,980 945,769 

当期末残高 393,101 △8,369 △7,353 377,377 50,148 16,477,693 
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（訂正後） 

 

当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３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 1,772,784 1,629,352 12,170,618 △330,791 15,241,964 

当期変動額      

剰余金の配当   △258,310  △258,310 

親会社株主に帰属する当期純

利益 
  1,066,558  1,066,558 

自己株式の取得    △44 △44 

株主資本以外の項目の当期変

動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － 808,247 △44 808,203 

当期末残高 1,772,784 1,629,352 12,978,866 △330,835 16,050,167 

 

       

 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 

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 267,567 4,083 △12,858 258,792 31,167 15,531,924 

当期変動額       

剰余金の配当      △258,310 

親会社株主に帰属する当期純

利益 
     1,066,558 

自己株式の取得      △44 

株主資本以外の項目の当期変

動額（純額） 
125,533 △12,453 5,504 118,584 18,980 137,565 

当期変動額合計 125,533 △12,453 5,504 118,584 18,980 945,769 

当期末残高 393,101 △8,369 △7,353 377,377 50,148 16,477,693 
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＜添付資料 26ページ＞ 

(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） 

 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成28年４月１日 

至 平成29年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成29年４月１日 

至 平成30年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,440円20銭 1,526円31銭 

１株当たり当期純利益金額 90円63銭 98円84銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

 潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式

が存在しないため、記載しており

ません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式

が存在しないため、記載しており

ません。 

 （注） 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。 

 

前連結会計年度 

（自 平成28年４月１日 

至 平成29年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成29年４月１日 

至 平成30年３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金額 

（千円） 
975,468 1,063,860 

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

当期純利益金額（千円） 
975,468 1,063,860 

期中平均株式数（株） 10,763,039 10,762,944 
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（訂正後） 

 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成28年４月１日 

至 平成29年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成29年４月１日 

至 平成30年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,440円20銭 1,526円31銭 

１株当たり当期純利益金額 90円63銭 99円10銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

 潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式

が存在しないため、記載しており

ません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式

が存在しないため、記載しており

ません。 

 （注） 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。 

 

前連結会計年度 

（自 平成28年４月１日 

至 平成29年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成29年４月１日 

至 平成30年３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金額 

（千円） 
975,468 1,066,558 

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

当期純利益金額（千円） 
975,468 1,066,558 

期中平均株式数（株） 10,763,039 10,762,944 

 

以 上 
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