
 

  

2014年６月 17日 

各 位 

会 社 名：株 式 会 社 ゼ ン シ ョ ー ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

代 表 者 名：代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ 小川 賢太郎 

（コード番号 7550 東証第１部） 

問 合 せ 先：執行役員グループ財経本部長  金子  武美 

 （ T E L ： 0 3 - 6 8 3 3 - 1 6 0 0 ） 

 

 

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 26 年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

2014 年５月 14 日に提出した「平成 26 年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に一部誤りがありましたの

で、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所は下線を付して表示しております。 

記 

［訂正の理由］ 

  連結財務諸表の「連結包括利益計算書」及び「連結キャッシュ・フロー計算書」に関連して、記載の一部訂

正を行うものであります。 

 

［訂正箇所］ 

①サマリー情報 １ページ 

1.平成 26 年３月期の連結業績(平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日) 

（１）連結経営成績 

【訂正前】 

 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 ％ 

26 年３月期 468,377 12.2 8,134 △44.8 7,957 △42.6 1,103 △78.2 

25 年３月期 417,577 3.6 14,736 △29.8 13,878 △28.1 5,058 64.8 

(参考) 包括利益  26 年３月期 2,166 百万円（△69.9%） 25 年３月期  7,204 百万円（38.7%） 

 

【訂正後】 

 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 ％ 

26 年３月期 468,377 12.2 8,134 △44.8 7,957 △42.6 1,103 △78.2 

25 年３月期 417,577 3.6 14,736 △29.8 13,878 △28.1 5,058 64.8 

(参考) 包括利益  26 年３月期 2,129 百万円（△70.4%） 25 年３月期  7,204 百万円（38.7%） 

 



（３）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

26 年３月期 22,049 △23,744 26,860 44,313 

25 年３月期 21,572 △24,373 2,878 18,657 

 

【訂正後】 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

26 年３月期 21,196 △22,891 26,860 44,313 

25 年３月期 21,572 △24,373 2,878 18,657 

 

②添付資料 4 ページ ②キャッシュ・フロー状況 

【訂正前】 

 金額 

現金及び現金同等物の期首残高 186 億 57 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー 220 億 49 百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー △237 億 44 百万円 

財務活動によるキャッシュ・フロー 268 億 60 百万円 

現金及び現金同等物の期末残高 443 億 13 百万円 

（参考）フリーキャッシュ・フロー △16 億 94 百万円 

 

【訂正後】 

 金額 

現金及び現金同等物の期首残高 186 億 57 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー 211 億 96 百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー △228 億 91 百万円 

財務活動によるキャッシュ・フロー 268 億 60 百万円 

現金及び現金同等物の期末残高 443 億 13 百万円 

（参考）フリーキャッシュ・フロー △16 億 94 百万円 

 



 

【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・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益及び減価償却費等により、220 

億 49 百万円の資金の増加となりました。 

 

【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・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益及び減価償却費等により、211 

億 96 百万円の資金の増加となりました。 

 

【訂正前】 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、新規出店に伴う有形固定資産の取得や関係会社株式の取 

得による支出等があった結果、237 億 44 百万円の資金の減少となりました。 

 

【訂正後】 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、新規出店に伴う有形固定資産の取得や関係会社株式の取 

得による支出等があった結果、228 億 91 百万円の資金の減少となりました。 

 

【訂正前】 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2010 年 

３月期 

2011 年 

３月期 

2012 年 

３月期 

2013 年 

３月期 

2014 年 

３月期 

自己資本比率比率(%) 14.7 15.6 16.2 16.5 23.4 

時価ベースの自己資本比率(%) 36.5 43.2 52.1 58.1 51.2 

債務償還年数(年) 6.2 5.4 6.0 6.9 7.2 

インスタント・カバレッジ・レシオ（倍） 9.8 10.4 10.3 10.3 12.1 

 

【訂正後】 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2010 年 

３月期 

2011 年 

３月期 

2012 年 

３月期 

2013 年 

３月期 

2014 年 

３月期 

自己資本比率比率(%) 14.7 15.6 16.2 16.5 23.4 

時価ベースの自己資本比率(%) 36.5 43.2 52.1 58.1 51.2 

債務償還年数(年) 6.2 5.4 6.0 6.9 7.5 

インスタント・カバレッジ・レシオ（倍） 9.8 10.4 10.3 10.3 11.6 

 



③添付資料 13 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：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 2012 年４月１日 

 至 2013 年３月 31 日） 

（自 2013 年４月１日 

 至 2014 年３月 31 日） 

少数株主損益調整前当期純利益 6,042 1,846 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 459 △38 

 繰延ヘッジ損益 429 △105 

 為替換算調整勘定 271 426 

 退職給付に係る調整額 － 36 

 その他の包括利益合計 1,161 320 

包括利益 7,204 2,166 

（内訳）   

 親会社株主による包括利益 6,205 1,436 

 少数株主に係る包括利益 999 730 

 

【訂正後】 

   （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 2012 年４月１日 

 至 2013 年３月 31 日） 

（自 2013 年４月１日 

 至 2014 年３月 31 日） 

少数株主損益調整前当期純利益 6,042 1,846 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 459 △38 

 繰延ヘッジ損益 429 △105 

 為替換算調整勘定 271 426 

 その他の包括利益合計 1,161 283 

包括利益 7,204 2,129 

（内訳）   

 親会社株主による包括利益 6,205 1,407 

 少数株主に係る包括利益 999 722 

 



③添付資料 16 ページ （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

【訂正前】 

   （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 2012年４月１日 

 至 2013年３月 31日） 

（自 2013年４月１日 

 至 2014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 12,549 6,248 

 減価償却費 17,212 18,676 

 のれん償却額 932 980 

 負ののれん償却額 △3 △4 

 負ののれん発生益 △1,220 △142 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △12 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △51 △178 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △17 － 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 47 

 受取利息及び受取配当金 △470 △491 

 支払利息 2,022 1,786 

 為替差損益（△は益） △526 △513 

 投資有価証券評価損益（△は益） 44 2 

 投資有価証券売却損益（△は益） 351 △140 

 有形固定資産売却損益（△は益） 45 △71 

 有形固定資産除却損 637 616 

 減損損失 1,194 818 

 その他の特別損益（△は益） 109 128 

 その他の営業外損益（△は益） △164 △44 

 売上債権の増減額（△は増加） 75 439 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,171 △2,889 

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,279 1,061 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 508 45 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △229 1,930 

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 860 607 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 472 871 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 169 211 

 小計 33,613 29,987 

 利息及び配当金の受取額 85 161 

 利息の支払額 △2,094 △1,824 

 法人税等の支払額 △10,031 △6,275 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 21,572 22,049 

 



【訂正後】 

   （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 2012年４月１日 

 至 2013年３月 31日） 

（自 2013年４月１日 

 至 2014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 12,549 6,248 

 減価償却費 17,212 18,676 

 のれん償却額 932 980 

 負ののれん償却額 △3 △4 

 負ののれん発生益 △1,220 △142 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △12 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △51 △178 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △17 － 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 47 

 受取利息及び受取配当金 △470 △491 

 支払利息 2,022 1,786 

 為替差損益（△は益） △526 △513 

 投資有価証券評価損益（△は益） 44 2 

 投資有価証券売却損益（△は益） 351 △140 

 有形固定資産売却損益（△は益） 45 △71 

 有形固定資産除却損 637 616 

 減損損失 1,194 818 

 その他の特別損益（△は益） 109 128 

 その他の営業外損益（△は益） △164 △44 

 売上債権の増減額（△は増加） 75 439 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,171 △2,889 

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,279 751 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 508 45 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △229 2,070 

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 860 607 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 472 189 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 169 211 

 小計 33,613 29,133 

 利息及び配当金の受取額 85 161 

 利息の支払額 △2,094 △1,824 

 法人税等の支払額 △10,031 △6,275 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 21,572 21,196 

 



③添付資料 17 ページ （４）連結キャッシュフロー計算書 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

【訂正前】 

   （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 2012 年４月１日 

 至 2013 年３月 31 日） 

（自 2013 年４月１日 

 至 2014 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 △18,209 △19,394 

 有形固定資産の売却による収入 121 127 

 無形固定資産の取得による支出 △484 △618 

 無形固定資産の売却による収入 2 35 

 長期前払費用の取得による支出 △275 △192 

 投資有価証券の取得による支出 △36 △253 

 投資有価証券の売却による収入 1,349 438 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出 
△2,927 △3,172 

 貸付けによる支出 △5 △2 

 貸付金の回収による収入 154 3 

 敷金・差入保証金の差入による支出 △1,735 △1,545 

 敷金・差入保証金の返戻による収入 1,030 1,131 

 権利金の支出 △133 △112 

 長期前払家賃の支出 △3,169 △3,021 

 長期前払家賃の流動化による収入 － 2,975 

 その他 △55 △143 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △24,373 △23,744 

 



【訂正後】 

   （単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 2012 年４月１日 

 至 2013 年３月 31 日） 

（自 2013 年４月１日 

 至 2014 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 △18,209 △18,468 

 有形固定資産の売却による収入 121 127 

 無形固定資産の取得による支出 △484 △470 

 無形固定資産の売却による収入 2 35 

 長期前払費用の取得による支出 △275 △192 

 投資有価証券の取得による支出 △36 △253 

 投資有価証券の売却による収入 1,349 438 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出 
△2,927 △3,172 

 事業譲受による支出 － △335 

 貸付けによる支出 △5 △2 

 貸付金の回収による収入 154 3 

 敷金・差入保証金の差入による支出 △1,735 △1,466 

 敷金・差入保証金の返戻による収入 1,030 1,131 

 権利金の支出 △133 △112 

 長期前払家賃の支出 △3,169 △3,021 

 長期前払家賃の流動化による収入 － 2,975 

 その他 △55 △107 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △24,373 △22,891 

 

以上 


