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2019年８月８日 

 

各 位 

 

会 社 名 株式会社アルペン 

代表者名  代表取締役社長   水野 敦之 

 (コード：3028、東証・名証第一部) 

問合せ先    取締役管理本部長 水巻 泰彦 

 (TEL.052-559-0125) 
 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019年６月期 決算短信 〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

 
 2019年８月７日に公表いたしました「2019年６月期 決算短信 〔日本基準〕 （連結）」の内容に関して、一部に誤謬

が発見されましたので、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おります。 

  

 

１．訂正の内容 

サマリー情報 

 １．2019年６月期の連結業績（2018年７月１日～2019年６月30日） 

（１）連結経営成績 

（訂正前） 
 

(注)包括利益 2019年６月期 △1,000百万円 (－％)  2018年６月期 1,620百万円 (△57.6％) 

 

(訂正後) 

(注)包括利益 2019年６月期 △607百万円 (－％)  2018年６月期 1,620百万円 (△57.6％) 

 

（２）連結財政状態 （％表示は対前期増減率）   
 （訂正前） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2019年６月期 196,613 102,459 52.1 2,530.68 

2018年６月期 203,379 105,079 51.7 2,595.38  
(参考)自己資本 2019年６月期 102,459百万円  2018年６月期 105,079百万円 

 

（訂正後） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2019年６月期 196,440 102,852 52.4 2,540.38 

2018年６月期               203,379 105,079 51.7 2,595.38 

(参考)自己資本 2019年６月期 102,852百万円  2018年６月期 105,079百万円 

 

添付資料２ページ 

１． 経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

（訂正前） 

店舗の出退店の状況につきましては、「アルペン」６店舗、「スポーツデポ」２店舗、「ゴルフ５」４店舗、

「ミフト」１店舗を出店し、「アルペン」14店舗、「スポーツデポ」４店舗、「ゴルフ５」５店舗、「ミフト」３

店舗を閉鎖した結果、当連結会計年度末の国内店舗数は「アルペン」51店舗、「ゴルフ５」196店舗、「スポーツデ

ポ」147店舗、「ミフト」11店舗の計405店舗となり、売場面積は3,043坪減少し253,782坪となりました。 
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（訂正後） 

店舗の出退店の状況につきましては、「アルペン」６店舗、「スポーツデポ」２店舗、「ゴルフ５」４店舗、

「ミフト」１店舗を出店し、「アルペン」14店舗、「スポーツデポ」４店舗、「ゴルフ５」６店舗、「ミフト」３

店舗を閉鎖した結果、当連結会計年度末の国内店舗数は「アルペン」51店舗、「ゴルフ５」195店舗、「スポーツデ

ポ」147店舗、「ミフト」11店舗の計404店舗となり、売場面積は3,525坪減少し253,300坪となりました。 

 

 

  （２）当期の財政状態の概況 

 （訂正前） 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6,766百万円減少し、196,613百万円となりました。

主な要因は、商品及び製品が増加する一方、現金及び預金が減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ4,146百万円減少し、94,153百万円となりました。主な要因は、長期借入金が増

加する一方、支払手形及び買掛金および一年内返済予定の長期借入金が減少したことによるものであります。 

純資産は、利益剰余金が減少したことなどにより2,619百万円減少し、102,459百万円となりました。 

 

（訂正後） 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6,939百万円減少し、196,440百万円となりました。

主な要因は、商品及び製品が増加する一方、現金及び預金が減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ4,712百万円減少し、93,587百万円となりました。主な要因は、長期借入金が増

加する一方、支払手形及び買掛金および一年内返済予定の長期借入金が減少したことによるものであります。 

純資産は、利益剰余金が減少したことなどにより2,226百万円減少し、102,852百万円となりました。 

 

添付資料３ページ 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

（参考）キャッシュ・フロー関連資料の推移 

（訂正前） 

 2015年６月期 2016年６月期 2017年６月期 2018年６月期 2019年６月期 

自己資本比率（％） 55.4 51.4 52.9 51.7 52.1 

 

（訂正後） 

 2015年６月期 2016年６月期 2017年６月期 2018年６月期 2019年６月期 

自己資本比率（％） 55.4 51.4 52.9 51.7 52.4 

 

添付資料６ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

（訂正前） 

 
前連結会計年度 

(2018年６月30日) 

当連結会計年度 

(2019年６月30日) 

投資その他の資産   

繰延税金資産 7,144 7,898 

差入保証金 20,451 19,643 

その他 ※１ 11,714 ※１ 9,648 

減価償却累計額 △1,792 △1,797 

その他（純額） ※１ 9,921 ※１ 7,851 

貸倒引当金 △70 △70 

投資その他の資産合計 37,446 35,322 

固定資産合計 88,415 86,212 

資産合計 203,379 196,613 
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（訂正後） 

 
前連結会計年度 

(2018年６月30日) 

当連結会計年度 

(2019年６月30日) 

投資その他の資産   

繰延税金資産 7,144 7,725 

差入保証金 20,451 19,643 

その他 ※１ 11,714 ※１ 9,648 

減価償却累計額 △1,792 △1,797 

その他（純額） ※１ 9,921 ※１ 7,851 

貸倒引当金 △70 △70 

投資その他の資産合計 37,446 35,149 

固定資産合計 88,415 86,039 

資産合計 203,379 196,440 

 

添付資料７ページ 

（訂正前） 

 
前連結会計年度 

(2018年６月30日) 

当連結会計年度 

(2019年６月30日) 

固定負債   

長期借入金 ※１,※３ 12,500 ※１,※３ 20,600 

リース債務 4,950 5,507 

引当金 818 777 

退職給付に係る負債 1,932 1,233 

その他 3,977 4,125 

固定負債合計 24,178 32,243 

負債合計 98,300 94,153 

 

（訂正後） 

 
前連結会計年度 

(2018年６月30日) 

当連結会計年度 

(2019年６月30日) 

固定負債   

長期借入金 ※１,※３ 12,500 ※１,※３ 20,600 

リース債務 4,950 5,507 

引当金 818 777 

退職給付に係る負債 1,932 667 

その他 3,977 4,125 

固定負債合計 24,178 31,677 

負債合計 98,300 93,587 

 

（訂正前） 

 
前連結会計年度 

(自 2017年７月１日 

 至 2018年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 2018年７月１日 

 至 2019年６月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 218 57 

繰延ヘッジ損益 74 6 

為替換算調整勘定 △22 △13 

退職給付に係る調整累計額 △851 △696 

その他の包括利益累計額合計 △581 △646 

純資産合計 105,079 102,459 

負債純資産合計 203,379 196,613 
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（訂正後） 

 

前連結会計年度 

(自 2017年７月１日 

 至 2018年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 2018年７月１日 

 至 2019年６月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 218 57 

繰延ヘッジ損益 74 6 

為替換算調整勘定 △22 △13 

退職給付に係る調整累計額 △851 △303 

その他の包括利益累計額合計 △581 △253 

純資産合計 105,079 102,852 

負債純資産合計 203,379 196,440 

 

添付資料９ページ 

（連結包括利益計算書） 

（訂正前） 

 

前連結会計年度 

(自 2017年７月１日 

 至 2018年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 2018年７月１日 

 至 2019年６月30日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,979 △935 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △293 △161 

繰延ヘッジ損益 54 △67 

為替換算調整勘定 △396 8 

退職給付に係る調整額 276 155 

その他の包括利益合計 ※ △358 ※ △64 

包括利益 1,620 △1,000 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,620 △1,000 

非支配株主に係る包括利益 － － 

 

（訂正後） 

 
前連結会計年度 

(自 2017年７月１日 

 至 2018年６月30日) 

当連結会計年度 

(自 2018年７月１日 

 至 2019年６月30日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,979 △935 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △293 △161 

繰延ヘッジ損益 54 △67 

為替換算調整勘定 △396 8 

退職給付に係る調整額 276 548 

その他の包括利益合計 ※ △358 ※ 327 

包括利益 1,620 △607 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,620 △607 

非支配株主に係る包括利益 － － 
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添付資料11ページ 

（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） 

（訂正前） 

       

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 

その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

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 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△161 △67 8 155 △64 △64 

当期変動額合計 △161 △67 8 155 △64 △2,619 

当期末残高 57 6 △13 △696 △646 102,459 

 

当連結会計年度（自 2018年７月１日 至 2019年６月30日） 

（訂正後） 

       

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 

その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

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 

株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△161 △67 8 548 327 327 

当期変動額合計 △161 △67 8 548 327 △2,226 

当期末残高 57 6 △13 △303 △253 102,852 

 

添付資料18ページ 

（連結貸借対照表関係） 

４ 当社及び連結子会社（㈱ジャパーナ）においては、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

（訂正前） 

 
前連結会計年度 

（2018年６月30日） 

当連結会計年度 

（2019年６月30日） 

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの

総額 
22,300百万円 32,300百万円 

借入実行残高 － － 

差引額 22,300 32,300 

 

（訂正後） 

 
前連結会計年度 

（2018年６月30日） 

当連結会計年度 

（2019年６月30日） 

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの

総額 
22,300百万円 30,300百万円 

借入実行残高 － － 

差引額 22,300 30,300 
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添付資料21ページ 

（連結包括利益計算書関係） 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

（訂正前） 

 

前連結会計年度 

（自 2017年７月１日 

至 2018年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 2018年７月１日 

至 2019年６月30日） 

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 117 565 

組替調整額 279 △341 

税効果調整前 396 224 

税効果額 △119 △68 

退職給付に係る調整額 276 155 

その他の包括利益合計 △358 △64 

 

 

（訂正後） 

 

前連結会計年度 

（自 2017年７月１日 

至 2018年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 2018年７月１日 

至 2019年６月30日） 

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 117 565 

組替調整額 279 224 

税効果調整前 396 790 

税効果額 △119 △241 

退職給付に係る調整額 276 548 

その他の包括利益合計 △358 327 

 

添付資料24ページ 

（１株当たり情報） 

（訂正前） 

 

 

 

前連結会計年度 

（自  2017年７月１日 

至  2018年６月30日） 

当連結会計年度 

（自  2018年７月１日 

至  2019年６月30日） 

１株当たり純資産額 2,595円38銭 2,530円68銭 

 

（訂正後） 

 

 

 

前連結会計年度 

（自  2017年７月１日 

至  2018年６月30日） 

当連結会計年度 

（自  2018年７月１日 

至  2019年６月30日） 

１株当たり純資産額 2,595円38銭 2,540円38銭 

 

 


