
 
 平成 26年 12 月 12日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 エ ナ リ ス 

代 表 者 名 代表取締役社長 池 田 元 英 

（コード番号：６０７９ 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 経営管理本部長 畑    直 史  

（TEL. 03-5284-8326） 

 

 
（訂正・数値データ）「平成 25 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

平成 26年２月 10日に発表いたしました「平成 25年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につ

いて訂正がありましたので、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表示しております。 

 

記 

１．訂正の理由 

当社は、過年度の決算において会計処理の見直しを行ったため、記載内容の一部を訂正すること

となりました。なお、詳しい訂正の経緯及び理由、訂正の内容につきましては、平成 26年 12月 12

日付で公表しております「過年度に係る有価証券報告書等、及び決算短信等の一部訂正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

２．訂正の内容 

 ※訂正箇所には下線を付しております。 
 
＜サマリー情報＞ 

 
 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成25年12月期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年12月31日） 

（１）連結経営成績 （％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 ％ 

25年12月期 10,177 99.4   740 42.5   681 31.1 422 2.8 

24年12月期 5,103       ―     520     ― 519 ― 411 ― 
  

（注）包括利益 25年12月期  423 百万円 （3.1％）   24年12月期 411 百万円 （―％） 
  

  
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 ％ ％ ％ 

25年12月期  10.86 10.81 25.5 16.9 7.3 

24年12月期 10.91 ― 75.3 35.5 10.2 

（参考）持分法投資損益 25年12月期  20百万円   24年12月期 － 百万円  
(注） 当社は、平成25年６月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。 

「１株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」は、当該株式分割が前連結会計年度の 
期首に行われたものと仮定して算定しております。 
 



 

（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 

25年12月期 6,056 2,642 42.3 59.44 

24年12月期 2,011 761 37.7 20.10 
  

（参考）自己資本 25年12月期  2,560 百万円   24年12月期 758 百万円 
（注） 当社は、平成25年６月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。 

「１株当たり純資産」については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、算出 
しております。 

 

（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 

25年12月期 △919 △598 2,423 1,251 

24年12月期 △234 △213 380 346 

 

 

（訂正後） 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成25年12月期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年12月31日） 

（１）連結経営成績 （％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 ％ 

25年12月期 8,654 69.6   514 △1.0   455 △12.4 104 △74.6 

24年12月期 5,103       ―     520     ― 519 ― 411 ― 
  

（注）包括利益 25年12月期  105 百万円 （△74.3％）   24年12月期 411 百万円 （―％） 
  

  
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 ％ ％ ％ 

25年12月期  2.69 2.67 7.0 11.7 5.9 

24年12月期 10.91 ― 75.3 35.5 10.2 

（参考）持分法投資損益 25年12月期  20百万円   24年12月期 － 百万円  
(注） 当社は、平成25年６月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。 

「１株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」は、当該株式分割が前連結会計年度の 
期首に行われたものと仮定して算定しております。 

 

（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 

25年12月期 5,787 2,324 38.7 52.05 

24年12月期 2,011 761 37.7 20.10 
  

（参考）自己資本 25年12月期  2,242 百万円   24年12月期 758 百万円 
（注） 当社は、平成25年６月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。 

「１株当たり純資産」については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、算出 
しております。 

 

（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 

25年12月期 △20 △1,497 2,423 1,251 

24年12月期 △234 △213 380 346 

 

 



＜添付資料＞ 
 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 

（訂正前） 

～前略～ 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は10,177,081千円（前連結会計年度比99.4％増）、営業利益

は740,995千円（同42.5％増）、経常利益は681,407千円（同31.1％増）、当期純利益は422,647千円

（同2.8％増）となりました。 

 
 （訂正後） 

～前略～ 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は8,654,081千円（前連結会計年度比69.6％増）、営業利益は

514,734千円（同1.0％減）、経常利益は455,147千円（同12.4％減）、当期純利益は104,581千円（同

74.6％減）となりました。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

 

 （訂正前） 

①資産、負債及び純資産の状況 

 

（資産） 

 当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比較して4,044,459千円増加し6,056,442千

円となりました。これは主として、太陽光発電設備及びディーゼル発電機設備の販売等による売掛金

の増加などにより、流動資産が3,519,979千円増加したためです。 

 また、バイオガス発電設備の建設仮勘定を主とする有形固定資産の増加額319,448千円、ソフトウ

エアを主とする無形固定資産の増加額175,571千円等によるものです。 

（負債） 

 当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比較して2,163,069千円増加の3,413,627千

となりました。これは主として、買掛金の増加額932,560千円、太陽光発電設備建設資金やその他運

転資金の増加に伴う資金調達を行い、短期借入金の増加額110,000千円、長期借入金の増加額350,711

千円、社債の発行による増加額511,000千円等の有利子負債が増加したことによるものです。  

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比較して1,881,390千円増加し

2,642,814千円となりました。これは株式発行による増加額1,373,008千円等によるものです。 

 

②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） 

 営業活動により使用した資金は、919,937千円（前年同期は234,042千円の支出）となりました。主

な要因は、税金等調整前当期純利益が681,407千円あったものの、売上債権の増加3,108,686千円等の

減少要因があったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、598,338千円（前年同期は213,710千円の支出）となりました。主

な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出578,022千円等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24年12月期 平成25年12月期 

自己資本比率（％） 37.7 42.3 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
－ 1,255.4 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
－ － 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ

（倍） 

－ － 

 

 

（訂正後） 

①資産、負債及び純資産の状況 

 

（資産） 

 当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比較して3,775,432千円増加し5,787,415千

円となりました。これは主として、「FALCON SYSTEM」の販売等による売掛金の増加などにより、流動

資産が2,469,979千円増加したためです。 

 また、バイオガス発電設備の建設仮勘定を主とする有形固定資産の増加額1,037,316千円、ソフト

ウエアを主とする無形固定資産の増加額175,571千円等によるものです。 

（負債） 

 当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比較して2,212,107千円増加の3,462,666千

円となりました。これは主として、買掛金の増加額932,560千円、太陽光発電設備建設資金やその他

運転資金の増加に伴う資金調達を行い、短期借入金の増加額110,000千円、長期借入金の増加額

338,211千円、社債の発行による増加額511,000千円等の有利子負債が増加したことによるものです。  

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比較して1,563,324千円増加し

2,324,748千円となりました。これは株式発行による増加額1,373,008千円等によるものです。 

 

②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） 

 営業活動により使用した資金は、20,877千円（前年同期は234,042千円の支出）となりました。主

な要因は、税金等調整前当期純利益が273,955千円あったものの、売上債権の増加2,023,986千円等の

減少要因があったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、1,497,397千円（前年同期は213,710千円の支出）となりました。

主な要因は有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1,477,081千円等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24年12月期 平成25年12月期 

自己資本比率（％） 37.7 38.7 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
－ 1,313.7 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
－ － 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ

（倍） 

－ － 



３．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

 

（訂正前） 
 

 （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 346,676 1,251,870 

受取手形及び売掛金 445,314 3,334,292 

営業未収入金 － 219,708 

仕掛品  340,913 221,145 

原材料 573,781 139,592 

繰延税金資産 7,091 4,546 

その他 25,827 88,427 

流動資産合計 1,739,603 5,259,583 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,019 6,666 

機械装置及び運搬具（純額） 3,784 2,106 

建設仮勘定 － 300,000 

その他（純額） 38,885 57,366 

有形固定資産合計  46,690  366,138 

無形固定資産   

のれん 18,548 14,724 

ソフトウエア 145,846 235,113 

その他 43,942 134,070 

無形固定資産合計 208,337 383,909 

投資その他の資産 17,351 46,811 

固定資産合計 272,379 796,859 

資産合計 2,011,983 6,056,442 

負債の部   

流動負債   

買掛金 387,243 1,319,804 

短期借入金 400,000 510,000 

1年内返済予定の長期借入金 129,311 141,801 

1年内償還予定の社債 － 460,500 

未払法人税等 65,232 207,935 

未払金 90,764 90,271 

その他 80,165 188,651 

流動負債合計 1,152,716 2,918,963 

固定負債   

社債 － 50,500 

長期借入金 79,663 417,884 

繰延税金負債 18,179 26,280 

固定負債合計 97,842 494,664 

負債合計 1,250,558 3,413,627 

純資産の部   

株主資本   

資本金 95,000 781,504 

資本剰余金 124,272 810,776 

利益剰余金 575,026 1,003,564 

自己株式 △35,475 △35,475 

株主資本合計 758,823 2,560,369 

少数株主持分 2,600 82,445 

純資産合計 761,424 2,642,814 

負債純資産合計 2,011,983 6,056,442 

 



（訂正後） 

 
 （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 346,676 1,251,870 

受取手形及び売掛金 445,314 2,249,592 

営業未収入金 － 219,708 

仕掛品  340,913 221,145 

原材料 573,781 139,592 

繰延税金資産 7,091 4,546 

その他 25,827 123,127 

流動資産合計 1,739,603 4,209,583 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,019 6,666 

機械装置及び運搬具（純額） 3,784 2,106 

建設仮勘定 － 1,017,867 

その他（純額） 38,885 57,366 

有形固定資産合計  46,690  1,084,006 

無形固定資産   

のれん 18,548 14,724 

ソフトウエア 145,846 235,113 

その他 43,942 134,070 

無形固定資産合計 208,337 383,909 

投資その他の資産   

 繰延税金資産 － 63,105 

  その他 17,351 46,811 

  投資その他の資産合計 17,351 109,916 

固定資産合計 272,379 1,577,831 

資産合計 2,011,983 5,787,415 

負債の部   

流動負債   

買掛金 387,243 1,319,804 

短期借入金 400,000 510,000 

1年内返済予定の長期借入金 129,311 141,801 

1年内償還予定の社債 － 460,500 

未払法人税等 65,232 207,935 

未払金 90,764 90,271 

その他 80,165 138,651 

流動負債合計 1,152,716 2,868,963 

固定負債   

社債 － 50,500 

長期借入金 79,663 417,884 

繰延税金負債 18,179 － 

その他 －  125,319 

固定負債合計 97,842 593,703 

負債合計 1,250,558 3,462,666 

純資産の部   

株主資本   

資本金 95,000 781,504 

資本剰余金 124,272 810,776 

利益剰余金 575,026 685,498 

自己株式 △35,475 △35,475 

株主資本合計 758,823 2,242,303 

少数株主持分 2,600 82,445 

 

 



（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24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 5,103,679 10,177,081 

売上原価 3,311,489 7,381,665 

売上総利益 1,792,189 2,795,416 

販売費及び一般管理費  1,272,047  2,054,421 

営業利益 520,142 740,995 

営業外収益   

持分法による投資利益 － 20,312 

消費税精算差益 4,474 － 

その他 564 2,117 

営業外収益合計 5,038 22,430 

営業外費用   

支払利息 4,741 13,407 

株式交付費 － 17,274 

社債発行費 － 22,685 

株式公開費用 － 15,915 

その他 656 12,735 

営業外費用合計 5,398 82,018 

経常利益 519,782 681,407 

特別損失   

抱合せ株式消滅差損 2,574 － 

特別損失合計 2,574 － 

税金等調整前当期純利益 517,207 681,407 

法人税、住民税及び事業税 96,600 246,848 

法人税等調整額 9,306 10,646 

法人税等合計 105,906 257,494 

少数株主損益調整前当期純利益 411,301 423,912 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27 1,265 

当期純利益 411,328 422,647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

 

 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 5,103,679 8,654,081 

売上原価 3,311,489 6,084,925 

売上総利益 1,792,189 2,569,156 

販売費及び一般管理費  1,272,047  2,054,421 

営業利益 520,142 514,734 

営業外収益   

持分法による投資利益 － 20,312 

消費税精算差益 4,474 － 

その他 564 2,117 

営業外収益合計 5,038 22,430 

営業外費用   

支払利息 4,741 13,407 

株式交付費 － 17,274 

社債発行費 － 22,685 

株式公開費用 － 15,915 

その他 656 12,735 

営業外費用合計 5,398 82,018 

経常利益 519,782 455,147 

特別損失   

固定資産除却損 － 47,619 

固定資産盗難損失 － 133,572 

抱合せ株式消滅差損 2,574 － 

特別損失合計 2,574 181,191 

税金等調整前当期純利益 517,207 273,955 

法人税、住民税及び事業税 96,600 246,848 

法人税等調整額 9,306 △78,739 

法人税等合計 105,906 168,108 

少数株主損益調整前当期純利益 411,301 105,846 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27 1,265 

当期純利益 411,328 104,581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（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24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 411,301 423,912 

包括利益 411,301 423,912 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 411,328 422,647 

少数株主に係る包括利益 △27 1,265 

 

 

 

（訂正後） 

 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 411,301 105,846 

包括利益 411,301 105,846 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 411,328 104,581 

少数株主に係る包括利益 △27 1,265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）連結株主資本等変動計算書 

 

（訂正前） 

 

前連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

      （単位：千円） 

 株主資本 
少数株主持分 純資産合計 

 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 95,000 75,002 163,698 － 333,700 － 333,700 

当期変動額        

合併による増減 － 49,270 －  49,270  49,270 

当期純利益   411,328  411,328  411,328 

自己株式の取得    △35,475 △35,475  △35,475 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      2,600 2,600 

当期変動額合計 － 49,270 411,328 △35,475 425,122 2,600 427,723 

当期末残高 95,000 124,272 575,026 △35,475 758,823 2,600 761,424 

 

 

当連結会計年度(自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日) 

      （単位：千円） 

 株主資本 
少数株主持分 純資産合計 

 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 95,000 124,272 575,026 △35,475 758,823 2,600 761,424 

当期変動額        

新株の発行 686,504 686,504   1,373,008  1,373,008 

当期純利益   422,647  422,647  422,647 

連結除外による増加   5,890  5,890  5,890 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）     － 79,844 79,844 

当期変動額合計 686,504 686,504 428,537 － 1,801,545 79,844 1,881,390 

当期末残高 781,504 810,776 1,003,564 △35,475 2,560,369 82,445 2,642,814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正後） 

 

前連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

      （単位：千円） 

 株主資本 
少数株主持分 純資産合計 

 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 95,000 75,002 163,698 － 333,700 － 333,700 

当期変動額        

合併による増減 － 49,270 －  49,270  49,270 

当期純利益   411,328  411,328  411,328 

自己株式の取得    △35,475 △35,475  △35,475 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      2,600 2,600 

当期変動額合計 － 49,270 411,328 △35,475 425,122 2,600 427,723 

当期末残高 95,000 124,272 575,026 △35,475 758,823 2,600 761,424 

 

 

当連結会計年度(自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日) 

      （単位：千円） 

 株主資本 
少数株主持分 純資産合計 

 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 95,000 124,272 575,026 △35,475 758,823 2,600 761,424 

当期変動額        

新株の発行 686,504 686,504   1,373,008  1,373,008 

当期純利益   104,581  104,581  104,581 

連結除外による増加   5,890  5,890  5,890 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）     － 79,844 79,844 

当期変動額合計 686,504 686,504 110,471 － 1,483,479 79,844 1,563,324 

当期末残高 781,504 810,776 685,498 △35,475 2,242,303 82,445 2,324,748 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（訂正前） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12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 517,207 681,407 

減価償却費 53,951 79,178 

のれん償却額 286 3,852 

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 2,574 － 

受取利息 △137 △110 

持分法による投資損益（△は益） － △20,312 

支払利息 4,741 13,407 

売上債権の増減額（△は増加） △55,472 △3,108,686 

たな卸資産の増減額（△は増加） △884,196 553,874 

仕入債務の増減額（△は減少） 158,915 932,560 

その他 62,981 56,370 

小計 △139,146 △808,458 

利息の受取額 137 110 

利息の支払額 △4,732 △13,173 

法人税等の支払額 △90,300 △105,615 

持分法適用会社からの配当金の受取額 － 7,200 

営業活動によるキャッシュ・フロー △234,042 △919,937 

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 △38,170 △340,651 

無形固定資産の取得による支出 △120,334 △237,370 

投資有価証券の取得による支出 － △5,000 

関係会社株式の取得による支出 － △3,000 

出資金の払込による支出 － △10,010 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出 
△1,172 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出 
－ △1,528 

合併に伴う支出 △65,910 － 

その他 11,877 △776 

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,710 △598,338 

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） 398,000 110,000 

長期借入れによる収入 100,000 730,000 

長期借入金の返済による支出 △81,816 △379,289 

社債の発行による収入 － 550,000 

社債の償還による支出 － △39,000 

株式の発行による収入 － 1,373,008 

自己株式の取得による支出 △35,475 － 

少数株主からの払込みによる収入 200 78,750 

財務活動によるキャッシュ・フロー 380,908 2,423,469 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,844 905,193 

現金及び現金同等物の期首残高 360,027 346,676 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 53,492 － 

現金及び現金同等物の期末残高  346,676  1,251,870 

 

 

 



（訂正後） 

 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年12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 517,207 273,955 

減価償却費 53,951 79,178 

のれん償却額 286 3,852 

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 2,574 － 

受取利息 △137 △110 

持分法による投資損益（△は益） － △20,312 

支払利息 4,741 13,407 

固定資産除却損 － 47,619 

固定資産盗難損失 － 133,572 

売上債権の増減額（△は増加） △55,472 △2,023,986 

たな卸資産の増減額（△は増加） △884,196 553,874 

仕入債務の増減額（△は減少） 158,915 932,560 

その他 62,981 96,989 

小計 △139,146 90,600 

利息の受取額 137 110 

利息の支払額 △4,732 △13,173 

法人税等の支払額 △90,300 △105,615 

持分法適用会社からの配当金の受取額 － 7,200 

営業活動によるキャッシュ・フロー △234,042 △20,877 

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 △38,170 △1,239,711 

無形固定資産の取得による支出 △120,334 △237,370 

投資有価証券の取得による支出 － △5,000 

関係会社株式の取得による支出 － △3,000 

出資金の払込による支出 － △10,010 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出 
△1,172 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出 
－ △1,528 

合併に伴う支出 △65,910 － 

その他 11,877 △776 

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,710 △1,497,397 

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） 398,000 110,000 

長期借入れによる収入 100,000 730,000 

長期借入金の返済による支出 △81,816 △379,289 

社債の発行による収入 － 550,000 

社債の償還による支出 － △39,000 

株式の発行による収入 － 1,373,008 

自己株式の取得による支出 △35,475 － 

少数株主からの払込みによる収入 200 78,750 

財務活動によるキャッシュ・フロー 380,908 2,423,469 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,844 905,193 

現金及び現金同等物の期首残高 360,027 346,676 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 53,492 － 

現金及び現金同等物の期末残高  346,676  1,251,870 

 

 



（５）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（訂正前） 
 

（１株当たり情報） 

 

 

前連結会計年度 

（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年１月１日 

至 平成25年12月31日） 

１株当たり純資産額 20.10円 59.44円 

１株当たり当期純利益金額 10.91円 10.86円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― 10.81円 

 （注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後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。 

２．当社は平成25年６月28日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年 

度の期首にこれらの株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利 

益金額を算定しております。 

 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 

（平成24年12月31日） 

当連結会計年度末 

（平成25年12月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 761,424 2,642,814 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
2,600 82,445 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 758,823 2,560,369 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株） 
37,747,700 43,077,700 

 

４．１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24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年１月１日 

至 平成25年12月31日） 

1株当たり当期純利益金額   

 当期純利益金額（千円） 411,328 422,647 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益金額（千

円） 
411,328 422,647 

 普通株式の期中平均株式数（株） 37,713,095 38,908,193 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額 
  

 当期純利益調整額（千円） － － 

 普通株式増加数（株） － 190,162 

 （うち新株予約権（株）） － （190,162） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

－ － 

 



 

 

（訂正後） 

 

 

前連結会計年度 

（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年１月１日 

至 平成25年12月31日） 

１株当たり純資産額 20.10円 52.05円 

１株当たり当期純利益金額 10.91円 2.69円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― 2.67円 

 （注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後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。 

２．当社は平成25年６月28日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年

度の期首にこれらの株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利

益金額を算定しております。 

 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 

（平成24年12月31日） 

当連結会計年度末 

（平成25年12月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 761,424 2,324,748 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
2,600 82,445 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 758,823 2,242,303 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株） 
37,747,700 43,077,700 

 

４．１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24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成25年１月１日 

至 平成25年12月31日） 

1株当たり当期純利益金額   

 当期純利益金額（千円） 411,328 104,581 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益金額（千

円） 
411,328 104,581 

 普通株式の期中平均株式数（株） 37,713,095 38,908,193 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額 
  

 当期純利益調整額（千円） － － 

 普通株式増加数（株） － 190,162 

 （うち新株予約権（株）） － （190,162） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

－ － 

 


