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平成 27年６月 26日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ケ イ ブ 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 高 野 健 一 

（コード番号：3760、JASDAQ） 

問合せ先 取締役経営企画本部長 菊 地  徹 

（TEL:03-6820-8176） 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成 27年 5月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年１月 14 日 15 時 00 分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお

知らせします。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します。 

なお、訂正箇所につきましては、  を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

訂正理由につきましては、平成 27年６月 19日付「調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」および本

日付「訂正四半期報告書の提出および四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．訂正の箇所 

＜訂正箇所 1．サマリー情報＞ 

１． 平成27年５月期第２四半期の業績（平成26年５月１日～平成26年11月30日） 

【訂正前】 

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

27年５月期第２四半期 804 △7.9 △232 ― △232 ― △280 ― 

26年５月期第２四半期 873 △26.0 △169 ― △170 ― △188 ― 
  

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

27年５月期第２四半期 △119.45 ― 

26年５月期第２四半期 △86.51 ― 
（注）当社は平成25年12月１日付にて普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行

われたと仮定して、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

  
（２）財政状態  
 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

27年５月期第２四半期 1,248 948 75.9 

26年５月期 1,265 864 67.7 
 

(参考) 自己資本 27年５月期第２四半期  948 百万円  26年５月期  856 百万円 
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【訂正後】 

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

27年５月期第２四半期 804 △7.9 △224 ― △244 ― △292 ― 

26年５月期第２四半期 873 △26.0 △169 ― △170 ― △188 ― 
  

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

27年５月期第２四半期 △124.76 ― 

26年５月期第２四半期 △86.51 ― 
（注）当社は平成25年12月１日付にて普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行

われたと仮定して、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

  
（２）財政状態  
 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

27年５月期第２四半期 1,237 936 75.6 

26年５月期 1,265 864 67.7 
 

(参考) 自己資本 27年５月期第２四半期  935 百万円  26年５月期  856 百万円 

 

＜訂正箇所２．２ページ＞ 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

【訂正前】 

中略 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は売上高804百万円（前年同期比7.9％減）、営業損失232百万円（前年同期は169

百万円の営業損失）、経常損失232百万円（前年同期は170百万円の経常損失）、四半期純損失280百万円（前年同期は188百万円

の四半期純損失）となりました。  

 

【訂正後】 

中略 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は売上高804百万円（前年同期比7.9％減）、営業損失224百万円（前年同期は169

百万円の営業損失）、経常損失244百万円（前年同期は170百万円の経常損失）、四半期純損失292百万円（前年同期は188百万円

の四半期純損失）となりました。  
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＜訂正箇所３．２ページ＞ 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）財政状態に関する説明 

【訂正前】 

（総資産） 

 総資産は、前事業年度末に比べて16百万円減少し1,248百万円となりました。これは、現金及び預金60百万円の増加、売掛

金22百万円、未収入金87百万円の減少等により、流動資産が57百万円減少したことと、ソフトウエア48百万円の減少、ソフト

ウエア仮勘定71百万円の増加、差入保証金20百万円の増加等により、固定資産が40百万円増加したことによるものであります。  

（負債） 

 負債は、前事業年度末に比べて101百万円減少し299百万円となりました。これは、未払費用44百万円、長期借入金50百万円

が減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は、前事業年度末に比べて84百万円増加し948百万円となりました。これは、資本金186百万円、資本剰余金186百万

円が増加、利益剰余金280百万円が減少したことによるものであります。 

 

【訂正後】 

（総資産） 

 総資産は、前事業年度末に比べて27百万円減少し1,237百万円となりました。これは、現金及び預金60百万円の増加、売掛

金22百万円、未収入金87百万円の減少等により、流動資産が57百万円減少したことと、ソフトウエア56百万円の減少、ソフト

ウエア仮勘定67百万円の増加、差入保証金20百万円の増加等により、固定資産が29百万円増加したことによるものであります。  

（負債） 

 負債は、前事業年度末に比べて99百万円減少し300百万円となりました。これは、未払費用44百万円、長期借入金50百万円

が減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は、前事業年度末に比べて 71百万円増加し 936百万円となりました。これは、資本金 186百万円、資本剰余金 186

百万円が増加、利益剰余金292百万円が減少したことによるものであります。 
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＜訂正箇所４．５～６ページ＞ 

４．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

【訂正前】 

           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(平成26年５月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年11月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 551,637 611,637 

  売掛金 54,566 32,355 

  有価証券 19,994 - 

  貯蔵品 2,394 2,409 

  前払費用 8,534 17,288 

  未収入金 269,836 181,864 

  その他 18,102 22,131 

  貸倒引当金 △750 △1,038 

  流動資産合計 924,316 866,648 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 54,968 54,968 

    減価償却累計額 △11,685 △14,727 

    建物（純額） 43,283 40,241 

   工具、器具及び備品 193,594 189,306 

    減価償却累計額 △172,950 △168,320 

    工具、器具及び備品（純額） 20,644 20,986 

   有形固定資産合計 63,927 61,227 

  無形固定資産   

   商標権 3,760 3,388 

   ソフトウエア 101,435 52,567 

   ソフトウエア仮勘定 22,746 94,135 

   その他 630 630 

   無形固定資産合計 128,573 150,722 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 ― 

   出資金 826 826 

   敷金 61,694 63,186 

   差入保証金 22,137 42,147 

   長期未収入金 127,963 127,963 

   貸倒引当金 △63,981 △63,981 

   投資その他の資産合計 148,640 170,142 

  固定資産合計 341,140 382,092 

 資産合計 1,265,457 1,248,741 
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負債の部   

 流動負債   

  1年内返済予定の長期借入金 116,528 108,644 

  未払金 80,423 93,040 

  未払費用 108,847 64,032 

  未払法人税等 7,788 7,393 

  未払消費税等 14,771 1,049 

  前受金 10,921 13,268 

  預り金 11,259 12,316 

  流動負債合計 350,539 299,745 

 固定負債   

  長期借入金 50,380 ― 

  固定負債合計 50,380 ― 

 負債合計 400,919 299,745 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 896,279 1,082,384 

  資本剰余金   

   資本準備金 839,918 1,026,022 

   資本剰余金 839,918 1,026,022 

  利益剰余金   

   利益準備金 870 870 

   その他利益剰余金   

    別途積立金 10,000 10,000 

    繰越利益剰余金 △843,992 △1,124,236 

   利益剰余金 △833,122 △1,113,366 

  自己株式 △46,876 △46,876 

  株主資本合計 856,198 948,163 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △8 ― 

  評価・換算差額等合計 △8 ― 

 新株予約権 8,347 832 

 純資産合計 864,537 948,995 

負債純資産合計 1,265,457 1,248,741 
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【訂正後】 

           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(平成26年５月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年11月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 551,637 611,637 

  売掛金 54,566 32,355 

  有価証券 19,994 - 

  貯蔵品 2,394 2,409 

  前払費用 8,534 17,288 

  未収入金 269,836 181,864 

  その他 18,102 22,131 

  貸倒引当金 △750 △1,038 

  流動資産合計 924,316 866,648 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 54,968 54,968 

    減価償却累計額 △11,685 △14,727 

    建物（純額） 43,283 40,241 

   工具、器具及び備品 193,594 189,306 

    減価償却累計額 △172,950 △168,320 

    工具、器具及び備品（純額） 20,644 20,986 

   有形固定資産合計 63,927 61,227 

  無形固定資産   

   商標権 3,760 3,388 

   ソフトウエア 101,435 45,159 

   ソフトウエア仮勘定 22,746 90,326 

   その他 630 630 

   無形固定資産合計 128,573 139,504 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 ― 

   出資金 826 826 

   敷金 61,694 63,186 

   差入保証金 22,137 42,147 

   長期未収入金 127,963 148,219 

   貸倒引当金 △63,981 △84,237 

   投資その他の資産合計 148,640 170,142 

  固定資産合計 341,140 370,874 

 資産合計 1,265,457 1,237,522 
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負債の部   

 流動負債   

  1年内返済予定の長期借入金 116,528 108,644 

  未払金 80,423 93,040 

  未払費用 108,847 64,032 

  未払法人税等 7,788 7,393 

  未払消費税等 14,771 2,300 

  前受金 10,921 13,268 

  預り金 11,259 12,316 

  流動負債合計 350,539 300,996 

 固定負債   

  長期借入金 50,380 ― 

  固定負債合計 50,380 ― 

 負債合計 400,919 300,996 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 896,279 1,082,384 

  資本剰余金   

   資本準備金 839,918 1,026,022 

   資本剰余金 839,918 1,026,022 

  利益剰余金   

   利益準備金 870 870 

   その他利益剰余金   

    別途積立金 10,000 10,000 

    繰越利益剰余金 △843,992 △1,136,705 

   利益剰余金 △833,122 △1,125,835 

  自己株式 △46,876 △46,876 

  株主資本合計 856,198 935,694 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △8 ― 

  評価・換算差額等合計 △8 ― 

 新株予約権 8,347 832 

 純資産合計 864,537 936,526 

負債純資産合計 1,265,457 1,237,522 
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＜訂正箇所５．７ページ＞ 

４．四半期財務諸表 

（２）四半期損益計算書 

第２四半期累計期間 

【訂正前】 

           (単位：千円) 
          前第２四半期累計期間 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年６月１日 
 至 平成26年11月30日) 

売上高 873,480 804,205 

売上原価 503,102 527,429 

売上総利益 370,378 276,775 

販売費及び一般管理費   

 回収費 198,026 174,707 

 広告宣伝費及び販売促進費 39,982 12,305 

 役員報酬 35,250 39,000 

 給料及び手当 48,891 65,923 

 研究開発費 107,558 74,623 

 地代家賃 8,080 11,907 

 支払手数料 6,266 11,390 

 その他 95,903 119,251 

 販売費及び一般管理費合計 539,959 509,108 

営業損失（△） △169,581 △232,333 

営業外収益   

 受取利息 75 47 

 受取手数料 68 64 

 前受金消却益 1,121 1,019 

 その他 56 23 

 営業外収益合計 1,322 1,154 

営業外費用   

 支払利息 2,307 1,171 

 その他 54 52 

 営業外費用合計 2,361 1,223 

経常損失（△） △170,620 △232,402 

特別利益   

 新株予約権戻入益 3,712 1,692 

 特別利益合計 3,712 1,692 

特別損失   

 固定資産除却損 - 143 

 減損損失 20,428 48,245 

 特別損失合計 20,428 48,389 

税引前四半期純損失（△） △187,337 △279,098 

法人税、住民税及び事業税 770 1,145 

法人税等調整額 - - 

法人税等合計 770 1,145 

四半期純損失（△） △188,107 △280,243 
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【訂正後】 

           (単位：千円) 
          前第２四半期累計期間 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年６月１日 
 至 平成26年11月30日) 

売上高 873,480 804,205 

売上原価 503,102 525,140 

売上総利益 370,378 279,064 

販売費及び一般管理費   

 回収費 198,026 174,707 

 広告宣伝費及び販売促進費 39,982 12,305 

 役員報酬 35,250 39,000 

 給料及び手当 48,891 65,923 

 研究開発費 107,558 69,126 

 地代家賃 8,080 11,907 

 支払手数料 6,266 11,390 

 その他 95,903 119,251 

 販売費及び一般管理費合計 539,959 503,611 

営業損失（△） △169,581 △224,546 

営業外収益   

 受取利息 75 47 

 受取手数料 68 64 

 前受金消却益 1,121 1,019 

 その他 56 23 

 営業外収益合計 1,322 1,154 

営業外費用   

 支払利息 2,307 1,171 

 不正関連損失 ― 20,255 

 その他 54 52 

 営業外費用合計 2,361 21,479 

経常損失（△） △170,620 △244,871 

特別利益   

 新株予約権戻入益 3,712 1,692 

 特別利益合計 3,712 1,692 

特別損失   

 固定資産除却損 - 143 

 減損損失 20,428 48,245 

 特別損失合計 20,428 48,389 

税引前四半期純損失（△） △187,337 △291,568 

法人税、住民税及び事業税 770 1,145 

法人税等調整額 - - 

法人税等合計 770 1,145 

四半期純損失（△） △188,107 △292,713 
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＜訂正箇所６．８ページ＞ 

４．四半期財務諸表 

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

           (単位：千円) 
          前事業年度 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成26年６月１日 
 至 平成26年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純損失（△） △187,337 △279,098 

 減価償却費 17,365 27,504 

 株式報酬費用 △91 ― 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △269 287 

 受取利息及び受取配当金 △75 △47 

 支払利息 2,307 1,171 

 固定資産除却損 ― 143 

 減損損失 20,428 48,245 

 新株予約権戻入益 △3,712 △1,692 

 売上債権の増減額（△は増加） 93,938 24,355 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △67 △14 

 未払金の増減額（△は減少） 4,492 12,617 

 未払費用の増減額（△は減少） 119 △44,814 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 6,328 △13,721 

 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） 1,010 749 

 その他の資産の増減額（△は増加） 56,864 77,889 

 その他の負債の増減額（△は減少） 7,467 1,057 

 小計 18,768 △145,368 

 利息及び配当金の受取額 75 47 

 利息の支払額 △2,511 △1,299 

 法人税等の支払額 △2,099 △2,290 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 14,234 △148,909 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の償還による収入 39,900 20,000 

 有形固定資産の取得による支出 △5,592 △5,091 

 無形固定資産の取得による支出 △62,788 △90,252 

 敷金の差入による支出 ― △3,858 

 差入保証金の差入による支出 △119 △20,010 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △28,600 △99,212 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △92,304 △58,264 

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 ― 366,385 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △92,304 308,121 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,670 59,999 

現金及び現金同等物の期首残高 835,396 551,637 

現金及び現金同等物の四半期末残高 728,726 611,637 
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【訂正後】 

           (単位：千円) 
          前第２四半期累計期間 

(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年６月１日 
 至 平成26年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純損失（△） △187,337 △291,568 

 減価償却費 17,365 25,913 

 株式報酬費用 △91 ― 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △269 20,543 

 受取利息及び受取配当金 △75 △47 

 支払利息 2,307 1,171 

 固定資産除却損 ― 143 

 減損損失 20,428 48,245 

 新株予約権戻入益 △3,712 △1,692 

 売上債権の増減額（△は増加） 93,938 24,355 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △67 △14 

 未払金の増減額（△は減少） 4,492 12,617 

 未払費用の増減額（△は減少） 119 △44,814 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 6,328 △12,470 

 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） 1,010 749 

 その他の資産の増減額（△は増加） 56,864 59,224 

 その他の負債の増減額（△は減少） 7,467 1,057 

 小計 18,768 △156,586 

 利息及び配当金の受取額 75 47 

 利息の支払額 △2,511 △1,299 

 法人税等の支払額 △2,099 △2,290 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 14,234 △160,128 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の償還による収入 39,900 20,000 

 有形固定資産の取得による支出 △5,592 △5,091 

 無形固定資産の取得による支出 △62,788 △79,034 

 敷金の差入による支出 ― △3,858 

 差入保証金の差入による支出 △119 △20,010 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △28,600 △87,994 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △92,304 △58,264 

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 ― 366,385 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △92,304 308,121 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,670 59,999 

現金及び現金同等物の期首残高 835,396 551,637 

現金及び現金同等物の四半期末残高 728,726 611,637 

 

以 上 


