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 平成 26年 12月 10日  

各 位  

  会 社 名 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 

                    代表者名 代表取締役社長    小野間 史敏 

（JASDAQコード：3350） 

                          問合せ先 経営企画室 室長  丹藤 昌彦 

                                   電 話  （050-5835-0966） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 26 年９月期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 26 年 11 月 19 日に公表いたしました「平成 26 年９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、訂正箇所は下線＿を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正理由 

  連結財務諸表の「連結貸借対照表」「連結キャッシュ・フロー計算書」に関連して、

有価証券報告書の作成過程において、リース債務に係る消費税を追加計上したこと、

現金及び現金同等物期末残高に３か月超の定期預金 500 百万円を含めていたこと等が

判明したため、下記のとおり関連する箇所についても訂正いたします。 

   

２．訂正箇所 

 

 修正前 

（２）連結財政状態  
 

 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 

 26年９月期 7,709 3,950 47.6 25.74 

 25年９月期 1,873 916 41.3 14.06 

 

（３）連結キャッシュ・フローの状況  
 

 
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９月期 △352 △2,717 5,362 2,672 

 25年９月期 △158 △530 670 380 
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(参考) 個別業績の概要 

１．平成26年９月期の個別業績（平成25年10月１日～平成26年９月30日） 

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率) 
 

 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９月期 137 － △191 － △228 － △228 － 

 25年９月期 110 － △194 － △232  － △237  － 
  

 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 
 円 銭 円 銭 

 26年９月期 △2.28 － 

 25年９月期 △6.92 － 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,344百万円増加し、3,059百万円となりました。これは主に

２回目となるライツ・オファリング及び第三者割当による新株式および新株予約権の発行並びに金融

機関からの借入によるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ814百万円増加し、1,215百万円になりました。これは主に短

期借入金の増加によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,672百万円となりまし

た。 

  各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって支出した資金は2,717百万円（前年同期は530百万円の支出）となりました。これは

主に有形固定資産の取得による支出2,387百万円、連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出

216百万円によるものであります。 

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 平成22年８月期 平成23年８月期 平成24年８月期 平成25年９月期 平成26年９月期 

自己資本比率 △21.1 20.0 31.6 41.3 47.6 

時価ベースの自己資本比率 65.1 90.4 87.4 211.3 107.3 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

－ － 30.8 － － 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

－ 6,774.2 107,518.1 － － 
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（１）連結貸借対照表 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成26年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 380,210 2,672,971 

  受取手形及び売掛金 218,031 240,910 

  商品及び製品 16,025 19,518 

  原材料及び貯蔵品 46 3,044 

  短期貸付金 50,000 - 

  繰延税金資産 - 12,636 

  その他 79,308 117,231 

  貸倒引当金 △28,947 △6,947 

  流動資産合計 714,674 3,059,366 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 16,426 619,631 

   信託建物及び信託構築物（純額） 839,199 815,482 

   機械装置及び運搬具（純額） 3,202 4,728 

   信託機械装置及び信託運搬具（純額） 27,350 29,724 

   土地 - 1,668,219 

   信託土地 208,825 208,825 

   リース資産 - 191,691 

   建設仮勘定 - 259,130 

   その他（純額） 7,922 36,968 

   有形固定資産合計 1,102,926 3,834,401 

  無形固定資産   

   のれん - 431,179 

   その他 7,266 8,811 

   無形固定資産合計 7,266 439,990 

  投資その他の資産   

   長期貸付金 80,310 80,310 

   固定化営業債権 103,730 127,585 

   その他 65,541 390,084 

   貸倒引当金 △200,456 △221,835 

   投資その他の資産合計 49,126 376,145 

  固定資産合計 1,159,319 4,650,537 

 資産合計 1,873,993 7,709,904 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成26年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 297,411 336,957 

  短期借入金 - 544,484 

  1年内返済予定の長期借入金 9,996 81,676 

  リース債務 - 33,393 

  未払費用 44,241 91,634 

  未払法人税等 2,153 15,253 

  返品調整引当金 4,264 7,310 

  その他 43,156 104,811 

  流動負債合計 401,222 1,215,520 

 固定負債   

  社債 - 180,000 

  長期借入金 536,676 2,147,766 

  リース債務 - 141,243 

  繰延税金負債 - 9,782 

  退職給付引当金 15,692 - 

  退職給付に係る負債 - 18,507 

  資産除去債務 - 41,686 

  その他 3,976 5,081 

  固定負債合計 556,344 2,544,067 

 負債合計 957,567 3,759,588 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 438,861 2,102,933 

  資本剰余金 667,814 2,331,886 

  利益剰余金 △195,187 △626,000 

  自己株式 △138,041 △138,041 

  株主資本合計 773,447 3,670,776 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 - 1,097 

  その他の包括利益累計額合計 - 1,097 

 新株予約権 - 24,815 

 少数株主持分 142,978 253,625 

 純資産合計 916,426 3,950,315 

負債純資産合計 1,873,993 7,709,904 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年９月30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損失（△） △220,876 △428,748 

 減価償却費 9,802 46,643 

 のれん償却額 4,780 4,804 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △92,798 △620 

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,221 3,046 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 868 △15,692 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 18,507 

 受取利息及び受取配当金 △276 △1,251 

 支払利息 3,214 15,655 

 株式交付費 - 30,219 

 持分法による投資損益（△は益） - 15,364 

 固定資産除却損 4,127 - 

 子会社株式売却損益（△は益） △2,328 - 

 段階取得に係る差損益（△は益） - △15,364 

 売上債権の増減額（△は増加） 310,326 △27,410 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,243 1,200 

 仕入債務の増減額（△は減少） △210,751 △1,754 

 その他 40,058 16,531 

 小計 △152,831 △338,868 

 利息及び配当金の受取額 276 1,251 

 利息の支払額 △235 △13,250 

 法人税等の支払額 △5,403 △2,018 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △158,193 △352,885 

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 △71,868 △2,387,238 

 有形固定資産の売却による収入 6,450 - 

 無形固定資産の取得による支出 △5,450 △1,412 

 無形固定資産の売却による収入 11,888 11,899 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入 

1,779 - 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 

△427,264 △216,339 

 子会社株式の取得による支出 - △167,000 

 貸付けによる支出 △50,000 - 

 貸付金の回収による収入 28,500 50,000 

 敷金の差入による支出 △23,626 △7,006 

 その他 △1,000 - 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △530,589 △2,717,096 

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） - 500,000 

 長期借入れによる収入 - 1,550,000 

 長期借入金の返済による支出 △10,828 △9,996 

 株式の発行による収入 681,723 3,297,923 

 新株予約権の発行による収入 - 24,815 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 670,894 5,362,742 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,887 2,292,760 

現金及び現金同等物の期首残高 398,097 380,210 

現金及び現金同等物の期末残高 380,210 2,672,971 
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(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 

（自 平成24年９月１日 

  至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年10月１日 

  至 平成26年９月30日） 

１株当たり純資産額 14.06円 25.75円 

１株当たり当期純利益金額 △5.94円 △4.29円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失のため記載しておりません。 

 ２．１株当たり当期純利益金額は算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 ３．前連結会計年度は、決算期変更に伴い13か月決算となっております。 

 

 

前連結会計年度 

（自 平成24年９月１日 

  至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

 （自 平成25年10月１日 

    至 平成26年９月30日） 

当期純損失（△）（千円） △203,682 △403,813 

普通株主及び普通株主と同等の株

主に帰属しない金額（千円） 
－ － 

普通株主及び普通株主と同等の株

主に帰属しない金額（千円） 
△203,682 △403,813 

期中平均株式数 (株) 34,297,655 100,455,123 

 

 

修正後 

（２）連結財政状態  
 

 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 

 26年９月期 7,722 3,950 47.6 25.74 

 25年９月期 1,873 916 41.3 14.06 

 

（３）連結キャッシュ・フローの状況  
 

 
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９月期 △352 △3,217 5,362 2,172 

 25年９月期 △158 △530 670 380 
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(参考) 個別業績の概要 

１．平成26年９月期の個別業績（平成25年10月１日～平成26年９月30日） 

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率) 
 

 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９月期 137 － △197 － △234 － △234 － 

 25年９月期 110 － △194 － △232  － △237  － 
  

 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 
 円 銭 円 銭 

 26年９月期 △2.34 － 

 25年９月期 △6.92 － 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,347百万円増加し、3,061百万円となりました。これは主に

２回目となるライツ・オファリング及び第三者割当による新株式および新株予約権の発行並びに金融

機関からの借入によるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ846百万円増加し、1,247百万円になりました。これは主に短

期借入金の増加によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,172百万円となりまし

た。 

  各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって支出した資金は3,217百万円（前年同期は530百万円の支出）となりました。これは

主に有形固定資産の取得による支出2,387百万円、定期預金の預入による支出500百万円、連結の範囲の

変更に伴う子会社株式の取得による支出216百万円によるものであります。 

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 平成22年８月期 平成23年８月期 平成24年８月期 平成25年９月期 平成26年９月期 

自己資本比率 △21.1 20.0 31.6 41.3 47.6 

時価ベースの自己資本比率 65.1 90.4 87.4 211.3 107.1 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

－ － 30.8 － － 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

－ 6,774.2 107,518.1 － － 
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（１）連結貸借対照表 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成26年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 380,210 2,672,971 

  受取手形及び売掛金 218,031 240,910 

  商品及び製品 16,025 19,518 

  原材料及び貯蔵品 46 3,044 

  短期貸付金 50,000 - 

  繰延税金資産 - 12,636 

  その他 79,308 119,597 

  貸倒引当金 △28,947 △6,947 

  流動資産合計 714,674 3,061,731 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 16,426 619,631 

   信託建物及び信託構築物（純額） 839,199 815,482 

   機械装置及び運搬具（純額） 3,202 4,728 

   信託機械装置及び信託運搬具（純額） 27,350 29,724 

   土地 - 1,668,219 

   信託土地 208,825 208,825 

   リース資産 - 191,691 

   建設仮勘定 - 259,130 

   その他（純額） 7,922 36,968 

   有形固定資産合計 1,102,926 3,834,401 

  無形固定資産   

   のれん - 431,179 

   その他 7,266 8,811 

   無形固定資産合計 7,266 439,990 

  投資その他の資産   

   長期貸付金 80,310 80,310 

   固定化営業債権 103,730 127,585 

   その他 65,541 400,140 

   貸倒引当金 △200,456 △221,835 

   投資その他の資産合計 49,126 386,201 

  固定資産合計 1,159,319 4,660,594 

 資産合計 1,873,993 7,722,326 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成26年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 297,411 336,957 

  短期借入金 - 500,000 

  1年内返済予定の長期借入金 9,996 136,156 

  1年内償還予定の社債 - 20,000 

  リース債務 - 35,758 

  未払費用 44,241 91,634 

  未払法人税等 2,153 15,253 

  返品調整引当金 4,264 7,310 

  その他 43,156 104,811 

  流動負債合計 401,222 1,247,881 

 固定負債   

  社債 - 160,000 

  長期借入金 536,676 2,137,770 

  リース債務 - 151,300 

  繰延税金負債 - 9,782 

  退職給付引当金 15,692 - 

  退職給付に係る負債 - 18,507 

  資産除去債務 - 41,686 

  その他 3,976 5,081 

  固定負債合計 556,344 2,524,128 

 負債合計 957,567 3,772,010 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 438,861 2,102,933 

  資本剰余金 667,814 2,331,886 

  利益剰余金 △195,187 △626,000 

  自己株式 △138,041 △138,041 

  株主資本合計 773,447 3,670,776 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 - 1,097 

  その他の包括利益累計額合計 - 1,097 

 新株予約権 - 24,815 

 少数株主持分 142,978 253,625 

 純資産合計 916,426 3,950,315 

負債純資産合計 1,873,993 7,722,326 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年９月30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損失（△） △220,876 △428,748 

 減価償却費 9,802 46,643 

 のれん償却額 4,780 4,804 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △92,798 △620 

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,221 3,046 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 868 △15,692 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 18,507 

 受取利息及び受取配当金 △276 △1,251 

 支払利息 3,214 15,655 

 株式交付費 - 30,219 

 持分法による投資損益（△は益） - 15,364 

 固定資産除却損 4,127 - 

 子会社株式売却損益（△は益） △2,328 - 

 段階取得に係る差損益（△は益） - △15,364 

 売上債権の増減額（△は増加） 310,326 △27,410 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,243 1,200 

 仕入債務の増減額（△は減少） △210,751 △1,754 

 その他 40,058 16,531 

 小計 △152,831 △338,868 

 利息及び配当金の受取額 276 1,251 

 利息の支払額 △235 △13,250 

 法人税等の支払額 △5,403 △2,018 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △158,193 △352,885 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 - △500,000 

 有形固定資産の取得による支出 △71,868 △2,387,238 

 有形固定資産の売却による収入 6,450 - 

 無形固定資産の取得による支出 △5,450 △1,412 

 無形固定資産の売却による収入 11,888 11,899 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入 

1,779 - 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 

△427,264 △216,339 

 子会社株式の取得による支出 - △167,000 

 貸付けによる支出 △50,000 - 

 貸付金の回収による収入 28,500 50,000 

 敷金の差入による支出 △23,626 △7,006 

 その他 △1,000 - 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △530,589 △3,217,096 

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） - 500,000 

 長期借入れによる収入 - 1,550,000 

 長期借入金の返済による支出 △10,828 △9,996 

 株式の発行による収入 681,723 3,297,923 

 新株予約権の発行による収入 - 24,815 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 670,894 5,362,742 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,887 1,792,760 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年９月30日) 

現金及び現金同等物の期首残高 398,097 380,210 

現金及び現金同等物の期末残高 380,210 2,172,971 

 

(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 

（自 平成24年９月１日 

  至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年10月１日 

  至 平成26年９月30日） 

１株当たり純資産額 14.06円 25.74円 

１株当たり当期純利益金額 △5.94円 △4.29円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失のため記載しておりません。 

 ２．１株当たり当期純利益金額は算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 ３．前連結会計年度は、決算期変更に伴い13か月決算となっております。 

 

 

前連結会計年度 

（自 平成24年９月１日 

  至 平成25年９月30日） 

当連結会計年度 

 （自 平成25年10月１日 

    至 平成26年９月30日） 

当期純損失（△）（千円） △203,682 △430,813 

普通株主及び普通株主と同等の株

主に帰属しない金額（千円） 
－ － 

普通株主及び普通株主と同等の株

主に帰属しない金額（千円） 
△203,682 △430,813 

期中平均株式数 (株) 34,297,655 100,455,123 

 

 

以上 

 


