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平成 28 年 11 月 10 日 

各  位 

会 社 名 弁 護 士 ド ッ ト コ ム 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 兼 CEO  元榮 太一郎 

（コード番号：6027 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役 CFO 杉山 慎一郎 

（ TEL. 03-5549-2555） 

 
 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 29 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 

一部訂正について 

 

当社は、平成 28 年 10 月 31 日に公表いたしました「平成 29 年３月期 第２四半期決算短信〔日

本基準〕(非連結)」について、一部訂正がありましたので、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、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

「平成 29 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容において、一部誤

りがありましたので、これを訂正するものであります。  

 

２．訂正の内容 

  ・訂正箇所① 

サマリー情報 

   １．平成 29 年３月期第２四半期の業績（平成 28 年４月１日～平成 28 年９月 30 日） 

（１）経営成績(累計) 

   （訂正前） 

 

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 

29年３月期第２四半期 5.28 5.09 

28年３月期第２四半期 3.67 3.54 

 

  （訂正後） 

 

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 

29年３月期第２四半期 5.28 5.13 

28年３月期第２四半期 3.67 3.54 
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・訂正箇所② 

添付資料７ページ 

   ３．四半期財務諸表 

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

          

 (単位：千円) 

          
前第２四半期累計期間 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 123,597 179,374 

 減価償却費 10,474 20,576 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △98 2,873 

 受取利息及び受取配当金 △174 △10 

 違約金収入 △60 ― 

 助成金収入 △500 △500 

 株式交付費償却 940 845 

 売上債権の増減額（△は増加） 6,083 △32,415 

 たな卸資産の増減額（△は増加） ― 138 

 前払費用の増減額（△は増加） △395 △20,159 

 未払金の増減額（△は減少） 3,224 △15,111 

 未払費用の増減額（△は減少） 4,286 △35,826 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △8,633 △9,261 

 その他 △570 4,651 

 小計 138,176 95,174 

 利息及び配当金の受取額 174 10 

 違約金収入の受取額 60 ― 

 助成金の受取額 500 500 

 法人税等の支払額 △50,112 △86,297 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 88,797 9,387 

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 △926 △24,279 

 無形固定資産の取得による支出 △21,072 △32,034 

 敷金の回収による収入 ― 6,367 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △21,998 △49,945 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 

新株予約権の行使による株式の発行による

収入 

― 23,789 

 自己株式の取得による支出 ― △85,320 

 財務活動によるキャッシュ・フロー ― △61,530 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66,799 △102,088 

現金及び現金同等物の期首残高 807,132 885,249 

現金及び現金同等物の四半期末残高 873,931 783,160 
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（訂正後） 

          

 (単位：千円) 

          
前第２四半期累計期間 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 123,597 179,374 

 減価償却費 10,474 20,576 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △98 2,873 

 受取利息及び受取配当金 △174 △30 

 違約金収入 △60 ― 

 助成金収入 △500 △500 

 株式交付費償却 940 845 

 売上債権の増減額（△は増加） 6,083 △32,415 

 たな卸資産の増減額（△は増加） ― 138 

 前払費用の増減額（△は増加） △395 △20,159 

 未払金の増減額（△は減少） 3,224 △15,111 

 未払費用の増減額（△は減少） 4,286 △35,826 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △8,633 △9,261 

 その他 △570 4,651 

 小計 138,176 95,154 

 利息及び配当金の受取額 174 30 

 違約金収入の受取額 60 ― 

 助成金の受取額 500 500 

 法人税等の支払額 △50,112 △86,297 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 88,797 9,387 

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 △926 △24,279 

 無形固定資産の取得による支出 △21,072 △32,034 

 敷金の回収による収入 ― 6,367 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △21,998 △49,945 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 ストックオプションの行使による収入 ― 23,789 

 自己株式の取得による支出 ― △85,320 

 財務活動によるキャッシュ・フロー ― △61,530 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66,799 △102,088 

現金及び現金同等物の期首残高 807,132 885,249 

現金及び現金同等物の四半期末残高 873,931 783,160 

 

  

以上 

 

 


