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平成 30年５月 25日 

各 位 

会 社 名  ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 髙柳 浩二 

（コード：8028 東証・名証第一部） 

問合せ先  広報室長 岩崎 浩（TEL．03-3989-7338） 

 

 

（訂正）「平成 30年２月期 決算参考資料」の一部訂正について 
 

平成 30 年４月 11 日に開示いたしました「平成 30 年２月期 決算参考資料」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（箇所は  線で示しております）。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

  「平成 30 年２月期 決算参考資料」の発表後に、記載の数値に誤りがあることが判明したため、

訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 
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P.４ (７) 連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statement of Cash Flows 

【訂正前】 

  
(単位：百万円/millions of yen) 

営業活動によるキャッシュ・フロー/Net Cash Provided by Operating Activities 
2017 年 2 月期 

FY2016 

2018 年 2 月期 

FY2017 

  
税引前利益 

Profit before income taxes 
33,695 28,639 

  
減価償却費及び償却費 

Depreciation and amortization 
47,494 65,180 

  
減損損失 

Impairment losses 
14,568 33,389 

  
持分法による投資損益（△は益） 

Equity in earnings of associates and joint ventures  
△ 731 △ 908 

  
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）  

Decrease (increase) in trade and other receivables 
△ 5,672 △ 4,417 

  
棚卸資産の増減額（△は増加）  

Decrease (increase) in inventories  
1,068 △ 1,810 

  
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） 

Increase (decrease) in trade and other payables 
△ 21,925 14,884 

  
預り金の増減額（△は減少） 

Increase (decrease) in deposits received 
△ 3,481 △ 7,743 

  
退職給付に係る資産及び負債の増減額 

Increase (decrease) in assets and liabilities for retirement benefits 
△ 563 1,543 

  
その他 

Other 
30,093 29,734 

  
小計 

Subtotal 
94,547 158,491 

  
利息及び配当金の受取額 

Interests and dividends received 
2,520 3,458 

  
利息の支払額 

Interests paid 
△ 2,464 △ 2,984 

  
法人所得税の支払額 

Income taxes paid 
△ 11,251 △ 7,123 

  
法人取得税の還付額 

Income taxes refund 
 - 6,166 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

Net cash generated by operating activities 
83,351 158,008 

        

投資活動によるキャッシュ・フロー/Cash Flows from Investing Activities 

  
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 

Purchases of property, plant and equipment and investment property 
△ 49,370 △ 54,741 

  
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 

Proceeds from sales of property, plant and equipment and investment property 
2,060 20,191 

  
無形資産の取得による支出 

Purchases of intangible assets 
△ 7,052 △ 9,413 

  
敷金及び建設協力金の差入による支出 

Payments of leasehold deposits receivable and construction assistance fund receivables 
△ 27,391 △ 20,832 

  
敷金及び建設協力金の回収による収入 

Collection of leasehold deposits receivable and construction assistance fund receivables 
10,981 10,489 

  
投資の取得による支出 

Purchases of investments 
△ 1,522 △ 8,489 

  
投資の売却、償還による収入 

Proceeds from sales and redemption of investments 
3,164 5,531 

  
事業の取得による収入 

Proceeds from acquisition of business  
36,339 700 

  
事業の処分による収入 

Proceeds from disposal of business 
905 307 

  
事業の処分による支出 

Payments for disposal of business 
△ 2,481  - 

  
その他 

Other 
3,709 1,474 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

Net cash generated by investing activities 
△ 30,657 △ 54,781 
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【訂正後】 

  
(単位：百万円/millions of yen) 

営業活動によるキャッシュ・フロー/Net Cash Provided by Operating Activities 
2017 年 2 月期 

FY2016 
2018 年 2 月期 

FY2017 

  
税引前利益 

Profit before income taxes 
33,695 28,639 

  
減価償却費及び償却費 

Depreciation and amortization 
47,494 65,180 

  
減損損失 

Impairment losses 
14,568 33,389 

  
持分法による投資損益（△は益） 

Equity in earnings of associates and joint ventures  
△ 731 △ 908 

  
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）  

Decrease (increase) in trade and other receivables 
△ 5,672 △ 858 

  
棚卸資産の増減額（△は増加）  

Decrease (increase) in inventories  
1,068 △ 1,810 

  
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） 

Increase (decrease) in trade and other payables 
△ 21,925 14,884 

  
預り金の増減額（△は減少） 

Increase (decrease) in deposits received 
△ 3,481 △ 7,743 

  
退職給付に係る資産及び負債の増減額 

Increase (decrease) in assets and liabilities for retirement benefits 
△ 563 1,543 

  
その他 

Other 
30,093 20,896 

  
小計 

Subtotal 
94,547 153,212 

  
利息及び配当金の受取額 

Interests and dividends received 
2,520 3,458 

  
利息の支払額 

Interests paid 
△ 2,464 △ 2,984 

  
法人所得税の支払額 

Income taxes paid 
△ 11,251 △ 7,123 

  
法人取得税の還付額 

Income taxes refund 
 - 6,166 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

Net cash generated by operating activities 
83,351 152,729 

        

投資活動によるキャッシュ・フロー/Cash Flows from Investing Activities 

  
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 

Purchases of property, plant and equipment and investment property 
△ 49,370 △ 45,871 

  
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 

Proceeds from sales of property, plant and equipment and investment property 
2,060 16,601 

  
無形資産の取得による支出 

Purchases of intangible assets 
△ 7,052 △ 9,413 

  
敷金及び建設協力金の差入による支出 

Payments of leasehold deposits receivable and construction assistance fund receivables 
△ 27,391 △ 20,832 

  
敷金及び建設協力金の回収による収入 

Collection of leasehold deposits receivable and construction assistance fund receivables 
10,981 10,489 

  
投資の取得による支出 

Purchases of investments 
△ 1,522 △ 8,489 

  
投資の売却、償還による収入 

Proceeds from sales and redemption of investments 
3,164 5,531 

  
事業の取得による収入 

Proceeds from acquisition of business  
36,339 700 

  
事業の処分による収入 

Proceeds from disposal of business 
905 307 

  
事業の処分による支出 

Payments for disposal of business 
△ 2,481  - 

  
その他 

Other 
3,709 1,474 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

Net cash generated by investing activities 
△ 30,657 △ 49,502 
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P.６  (11) 連結財務指標 Consolidated Financial Indicators 

【訂正前】 

    
2018 年 2 月期 

FY2017 

2019 年 2 月期 
FY2018 

(計画/Est.) 

総資本利益率(ROA)/Return on Asset 2.2%   

自己資本利益率(ROE)/Return on Equity 6.3% 7.2% 

1 株当たり親会社株主に帰属する当期利益(EPS)(円) 

Profit attributable to owners of parent per share (yen) 
262.82 316.12 

1 株当たり純資産(BPS)(円)/Book-value per share (yen) 4,293.16   

負債資本倍率(DE レシオ)/DE ratio 0.9 0.9 

1 株当たり配当金(円)/Cash dividends per share (yen) 112 127 

配当性向/Payout ratio 42.1% 40.2% 

 

【訂正後】 

    
2018 年 2 月期 

FY2017 

2019 年 2 月期 
FY2018 

(計画/Est.) 

総資本利益率(ROA)/Return on Asset 2.2%   

自己資本利益率(ROE)/Return on Equity 6.3% 7.2% 

1 株当たり親会社株主に帰属する当期利益(EPS)(円) 

Profit attributable to owners of parent per share (yen) 
265.82 316.12 

1 株当たり純資産(BPS)(円)/Book-value per share (yen) 4,293.16   

負債資本倍率(DE レシオ)/DE ratio 0.9 0.9 

1 株当たり配当金(円)/Cash dividends per share (yen) 112 127 

配当性向/Payout ratio 42.1% 40.2% 

 

 

以上 


