
平成 29 年５月 25 日 

各  位 

会 社 名 株式会社ファステップス 

代表者名 代表取締役社長 髙橋 秀行 

 （コード番号 2338 東証第二部） 

問合せ先 取締役管理部長 村山 雅経 

Ｔ Ｅ Ｌ 03-5360-8998（代表） 

 

 

(訂正・数値データ訂正) 

「平成 29 年２月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 
 

当社は、平成 29 年４月 14 日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、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

 

記 
 

1. 訂正の理由 

本日、別途開示しております「（訂正）『特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ』 

の一部訂正について」にてお知らせいたしました理由により、平成29年２月期決算短信におきまして、

サマリー情報の個別財政状態、個別財務諸表の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に一

部訂正が生じました。 

また、サマリー情報の個別経営成績において、経常利益の数値に誤りがございました。個別財務諸

表の変更はございません。 

以上の理由より、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。なお、本件訂正によ

る連結経営成績及び連結財務諸表への影響はございません。 

 

  



2. 訂正の内容 

（１）サマリー情報 

 【訂正前】 

１．平成29年２月期の個別業績（平成28年３月１日～平成29年２月28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 ％

29年２月期 313 △6.9 △24 - △11 - △716 -

28年２月期 336 △16.2 △35 - △196 - △161 -
  

 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

29年２月期 △188.79 -

28年２月期 △49.01 -

  

（２）個別財政状態 

 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

29年２月期 2,273 708 30.6 146.84

28年２月期 2,663 1,012 37.8 304.54
 

(参考) 自己資本 29年２月期 698 百万円 28年２月期 1,006 百万円

 

 【訂正後】 

１．平成29年２月期の個別業績（平成28年３月１日～平成29年２月28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 ％

29年２月期 313 △6.9 △24 - △44 - △765 -

28年２月期 336 △16.2 △35 - △196 - △161 -
  

 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

29年２月期 △201.72 -

28年２月期 △49.01 -

  

（２）個別財政状態 

 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

29年２月期 2,224 659 29.1 136.49

28年２月期 2,663 1,012 37.8 304.54
 

(参考) 自己資本 29年２月期 646 百万円 28年２月期 1,006 百万円

 
  



６．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

【訂正前】 

          (単位：千円)
         

前事業年度 
(平成28年２月29日) 

当事業年度 
(平成29年２月28日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 42,707 202,031

  売掛金 51,576 55,851

  商品及び製品 845 -

  仕掛品 19,384 4,588

  前渡金 1,945 -

  前払費用 1,292 2,074

  短期貸付金 9,600 13,656

  未収入金 19,753 -

  その他 1,470 9,178

  貸倒引当金 △10,473 △10,318

  流動資産合計 138,103 277,061

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 6,538 6,538

    減価償却累計額 △2,981 △6,538

    建物（純額） 3,556 -

   車両運搬具 594 -

    減価償却累計額 △543 -

    車両運搬具（純額） 51 -

   工具、器具及び備品 12,945 13,302

    減価償却累計額 △9,587 △13,302

    工具、器具及び備品（純額） 3,357 -

   有形固定資産合計 6,966 -

  無形固定資産 

   ソフトウエア 3,278 -

   その他 76 -

   無形固定資産合計 3,354 -

  投資その他の資産 

   関係会社株式 2,511,730 1,876,898

   関係会社長期貸付金 - 90,000

   
株主、役員又は従業員に対する長期貸付
金 

94,000 94,000

   長期貸付金 149,800 157,506

   差入保証金 2,258 749

   破産更生債権等 84,918 63,238

   その他 - 10

   貸倒引当金 △327,833 △285,998

   投資その他の資産合計 2,514,873 1,996,403

  固定資産合計 2,525,194 1,996,403

 資産合計 2,663,297 2,273,465

 
  



          (単位：千円)
         

前事業年度 
(平成28年２月29日) 

当事業年度 
(平成29年２月28日) 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 23,521 25,663

  関係会社短期借入金 100,000 100,000

  1年内返済予定の関係会社長期借入金 100,000 100,000

  未払金 111,149 508,501

  未払法人税等 998 1,685

  前受金 98 291

  預り金 2,049 2,280

  債務保証損失引当金 32,377 -

  その他 5,410 0

  流動負債合計 375,604 738,423

 固定負債 

  関係会社長期借入金 860,000 809,750

  長期未払金 400,000 -

  退職給付引当金 14,864 16,330

  固定負債合計 1,274,864 826,080

 負債合計 1,650,469 1,564,503

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,071,390 1,274,295

  資本剰余金 

   資本準備金 87,590 290,495

   その他資本剰余金 575,824 575,824

   資本剰余金合計 663,414 866,320

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △669,287 △1,385,786

   利益剰余金合計 △669,287 △1,385,786

  自己株式 △58,994 △58,994

  株主資本合計 1,006,523 695,835

  新株予約権 6,305 13,126

 純資産合計 1,012,828 708,961

負債純資産合計 2,663,297 2,273,465

 

  



【訂正後】 

          (単位：千円)
         

前事業年度 
(平成28年２月29日) 

当事業年度 
(平成29年２月28日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 42,707 202,031

  売掛金 51,576 55,851

  商品及び製品 845 -

  仕掛品 19,384 4,588

  前渡金 1,945 -

  前払費用 1,292 2,074

  短期貸付金 9,600 13,656

  未収入金 19,753 -

  その他 1,470 9,178

  貸倒引当金 △10,473 △10,318

  流動資産合計 138,103 277,061

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 6,538 6,538

    減価償却累計額 △2,981 △6,538

    建物（純額） 3,556 -

   車両運搬具 594 -

    減価償却累計額 △543 -

    車両運搬具（純額） 51 -

   工具、器具及び備品 12,945 13,302

    減価償却累計額 △9,587 △13,302

    工具、器具及び備品（純額） 3,357 -

   有形固定資産合計 6,966 -

  無形固定資産 

   ソフトウエア 3,278 -

   その他 76 -

   無形固定資産合計 3,354 -

  投資その他の資産 

   関係会社株式 2,511,730 1,827,822

   関係会社長期貸付金 - 90,000

   
株主、役員又は従業員に対する長期貸付
金 

94,000 94,000

   長期貸付金 149,800 157,506

   差入保証金 2,258 749

   破産更生債権等 84,918 63,238

   その他 - 10

   貸倒引当金 △327,833 △285,998

   投資その他の資産合計 2,514,873 1,947,327

  固定資産合計 2,525,194 1,947,327

 資産合計 2,663,297 2,224,389

 
  



 

          (単位：千円)
         

前事業年度 
(平成28年２月29日) 

当事業年度 
(平成29年２月28日) 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 23,521 25,663

  関係会社短期借入金 100,000 100,000

  1年内返済予定の関係会社長期借入金 100,000 100,000

  未払金 111,149 508,501

  未払法人税等 998 1,685

  前受金 98 291

  預り金 2,049 2,280

  債務保証損失引当金 32,377 -

  その他 5,410 0

  流動負債合計 375,604 738,423

 固定負債 

  関係会社長期借入金 860,000 809,750

  長期未払金 400,000 -

  退職給付引当金 14,864 16,330

  固定負債合計 1,274,864 826,080

 負債合計 1,650,469 1,564,503

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,071,390 1,274,295

  資本剰余金 

   資本準備金 87,590 290,495

   その他資本剰余金 575,824 575,824

   資本剰余金合計 663,414 866,320

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △669,287 △1,434,862

   利益剰余金合計 △669,287 △1,434,862

  自己株式 △58,994 △58,994

  株主資本合計 1,006,523 646,759

  新株予約権 6,305 13,126

 純資産合計 1,012,828 659,885

負債純資産合計 2,663,297 2,224,389

 
  



（２）損益計算書 

【訂正前】 

          (単位：千円)
         前事業年度 

(自 平成27年３月１日 
 至 平成28年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

売上高 336,758 313,662

売上原価 227,350 198,854

売上総利益 109,407 114,807

販売費及び一般管理費 

 役員報酬 22,200 19,250

 給料及び手当 30,584 28,872

 退職給付費用 604 1,068

 販売促進費 18,549 13,596

 賃借料 9,002 8,907

 研究開発費 429 396

 減価償却費 2,225 1,825

 支払手数料 37,209 61,000

 貸倒引当金繰入額 - △21,901

 その他 24,439 26,144

 販売費及び一般管理費合計 145,244 139,160

営業損失（△） △35,836 △24,352

営業外収益 

 受取利息 8,230 2,323

 雑収入 37 22

 営業外収益合計 8,267 2,345

営業外費用 

 支払利息 9,554 18,343

 為替差損 15 0

 貸倒引当金繰入額 158,933 -

 ソフトウェア除却損 - 2,079

 その他 - 1,690

 営業外費用合計 168,503 22,113

経常損失（△） △196,072 △44,120

特別利益 

 固定資産売却益 - 218

 子会社株式等売却による利益 18,888 -

 特別利益合計 18,888 218

特別損失 

 減損損失 - 16,258

 関係会社株式売却による損失 - ※ 17,624

 関係会社株式評価損 - 637,767

 特別損失合計 - 671,647

税引前当期純損失（△） △177,183 △715,548

法人税、住民税及び事業税 △15,208 950

法人税等調整額 - -

法人税等合計 △15,208 950

当期純損失（△） △161,975 △716,499

 
  



【訂正後】 

          (単位：千円)
         前事業年度 

(自 平成27年３月１日 
 至 平成28年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成28年３月１日 
 至 平成29年２月28日) 

売上高 336,758 313,662

売上原価 227,350 198,854

売上総利益 109,407 114,807

販売費及び一般管理費 

 役員報酬 22,200 19,250

 給料及び手当 30,584 28,872

 退職給付費用 604 1,068

 販売促進費 18,549 13,596

 賃借料 9,002 8,907

 研究開発費 429 396

 減価償却費 2,225 1,825

 支払手数料 37,209 61,000

 貸倒引当金繰入額 - △21,901

 その他 24,439 26,144

 販売費及び一般管理費合計 145,244 139,160

営業損失（△） △35,836 △24,352

営業外収益 

 受取利息 8,230 2,323

 雑収入 37 22

 営業外収益合計 8,267 2,345

営業外費用 

 支払利息 9,554 18,343

 為替差損 15 0

 貸倒引当金繰入額 158,933 -

 ソフトウェア除却損 - 2,079

 その他 - 1,690

 営業外費用合計 168,503 22,113

経常損失（△） △196,072 △44,120

特別利益 

 固定資産売却益 - 218

 子会社株式等売却による利益 18,888 -

 特別利益合計 18,888 218

特別損失 

 減損損失 - 16,258

 関係会社株式売却による損失 - 17,624

 関係会社株式評価損 - 686,843

 特別損失合計 - 720,723

税引前当期純損失（△） △177,183 △764,625

法人税、住民税及び事業税 △15,208 950

法人税等調整額 - -

法人税等合計 △15,208 950

当期純損失（△） △161,975 △765,575

 

  



（３）株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) 

 (単位：千円)

 

株主資本 

新株 

予約権
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 資本 

準備金 

その他

資本剰余金

資本剰余金

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越 

利益剰余金

当期首残高 1,071,390 87,590 575,824 663,414 △507,311 △507,311 △58,994 1,168,498 4,991 1,173,489

当期変動額     

新株の発行 - - -  - -

当期純損失（△）   △161,975 △161,975  △161,975 △161,975

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
   - 1,313 1,313

当期変動額合計 - - - - △161,975 △161,975 - △161,975 1,313 △160,661

当期末残高 1,071,390 87,590 575,824 663,414 △669,287 △669,287 △58,994 1,006,523 6,305 1,012,828

  

当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) 

 (単位：千円)

 

株主資本 

新株 

予約権
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 資本 

準備金 

その他資

本剰余金

資本剰余金

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越 

利益剰余金

当期首残高 1,071,390 87,590 575,824 663,414 △669,287 △669,287 △58,994 1,006,523 6,305 1,012,828

当期変動額     

新株の発行 202,905 202,905 202,905  405,811 405,811

当期純損失（△）   △716,499 △716,499  △716,499 △716,499

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
   - 6,821 6,821

当期変動額合計 202,905 202,905 - 202,905 △716,499 △716,499 - △310,687 6,821 △303,866

当期末残高 1,274,295 290,495 575,824 866,320 △1,385,786 △1,385,786 △58,994 695,835 13,126 708,961

 
  



【訂正後】 

前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) 

 (単位：千円)

 

株主資本 

新株 

予約権
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 資本 

準備金 

その他

資本剰余金

資本剰余金

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越 

利益剰余金

当期首残高 1,071,390 87,590 575,824 663,414 △507,311 △507,311 △58,994 1,168,498 4,991 1,173,489

当期変動額     

新株の発行 - - -  - -

当期純損失（△）   △161,975 △161,975  △161,975 △161,975

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
   - 1,313 1,313

当期変動額合計 - - - - △161,975 △161,975 - △161,975 1,313 △160,661

当期末残高 1,071,390 87,590 575,824 663,414 △669,287 △669,287 △58,994 1,006,523 6,305 1,012,828

  

当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) 

 (単位：千円)

 

株主資本 

新株 

予約権
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 資本 

準備金 

その他資

本剰余金

資本剰余金

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越 

利益剰余金

当期首残高 1,071,390 87,590 575,824 663,414 △669,287 △669,287 △58,994 1,006,523 6,305 1,012,828

当期変動額     

新株の発行 202,905 202,905 202,905  405,811 405,811

当期純損失（△）   △765,575 △765,575  △765,575 △765,575

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
   - 6,821 6,821

当期変動額合計 202,905 202,905 - 202,905 △765,575 △765,575 - △359,763 6,821 △352,942

当期末残高 1,274,295 290,495 575,824 866,320 △1,434,862 △1,434,862 △58,994 646,759 13,126 659,885

 

以  上 


