
 

  
平成29年６月２日 

各 位 

会 社 名 株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 赤尾 伸悟 

 (ＪＡＳＤＡＱ・コード6636) 

問合せ先 取締役管理部長 中原 麗 

電  話 ０３－３４４９－３９３９ 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成29年３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５月15日に発表いたしました「平成29年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、

一部修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

も送信します。なお、訂正箇所に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月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載の内容に一部修正が生じましたの

で、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、今回の訂正による損益への影響はございません。 

 

２．訂正の内容 

（１）サマリー情報１ページ 

１.平成29年３月期の連結業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日） 

（１）連結経営成績 

【訂正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

29年３月期 2,045 △26.8 △1,466 － △1,382 － △1,357 － 

28年３月期 2,793 115.1 △2,265 － △2,368 － △3,076 － 
 

(注) 包括利益 29年３月期 △1,216 百万円 ( － ％)  28年３月期 △3,008 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 ％ ％ ％ 

29年３月期 △57.95 － △108.0 △57.3 △71.7 

28年３月期 △164.16 － △127.4 △70.1 △81.1 
 

(参考) 持分法投資損益 29年３月期 － 百万円  28年３月期 － 百万円 

 

【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

29年３月期 2,045 △26.8 △1,466 － △1,382 － △1,357 － 

28年３月期 2,793 115.1 △2,265 － △2,368 － △3,076 － 
 

(注) 包括利益 29年３月期 △1,335 百万円 ( － ％)  28年３月期 △3,008 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 ％ ％ ％ 

29年３月期 △57.95 － △113.4 △57.9 △71.7 

28年３月期 △164.16 － △127.4 △70.1 △81.1 
 

(参考) 持分法投資損益 29年３月期 － 百万円  28年３月期 － 百万円 
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（２）サマリー情報１ページ 

１.平成29年３月期の連結業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日） 

（２）連結財政状態 

【訂正前】 

 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３月期 2,699 1,230 45.1 46.07 

28年３月期 2,128 1,303 60.8 61.83 
 

(参考) 自己資本 29年３月期 1,218 百万円   28年３月期 1,295 百万円 

 

【訂正後】 

 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３月期 2,643 1,111 41.6 41.57 

28年３月期 2,128 1,303 60.8 61.83 
 

(参考) 自己資本 29年３月期 1,099 百万円   28年３月期 1,295 百万円 

 

（３）サマリー情報１ページ 

１.平成29年３月期の連結業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

 
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 

29年３月期 133 △65 956 1,268 

28年３月期 △1,165 △230 563 236 

 

【訂正後】 

 
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 

29年３月期 133 △65 956 1,264 

28年３月期 △1,165 △230 563 236 

 

（４）添付資料３ページ 

１.経営成績等の概況 

 （２）当期の財政状態の概況 

【訂正前】 

（資産） 

当連結会計年度末における総資産は26億99百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億70百万円増加いたしまし

た。流動資産は22億26百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億57百万円増加いたしました。主な要因は現金及

び預金の増加10億32百万円と、貸倒引当金の増加３億68百万円によるものであります。固定資産は４億73百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて２億86百万円減少いたしました。主な要因は、のれんの減少１億24百万円と、敷金及

び差入保証金の減少52百万円によるものであります。 

（負債） 

当連結会計年度末における負債は14億69百万円となり、前連結会計年度末に比べて６億44百万円増加いたしました。

流動負債は14億14百万円となり、前連結会計年度末に比べて７億53百万円増加いたしました。主な要因は、前受金の

増加９億23百万円によるものであります。固定負債は54百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億９百万円減少

いたしました。主な要因は、長期繰延税金負債の減少37百万円と、長期借入金の減少35百万円によるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は12億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円減少いたしました。主

な要因は、増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ５億95百万円増加したものの、親会社株主に帰属する当期純

損失の計上により繰越利益剰余金が14億７百万円減少したことによるものであります。この結果、当連結会計年度末

の自己資本比率は45.1％（前連結会計年度末60.8％）となりました。 
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【訂正後】 

（資産） 

当連結会計年度末における総資産は26億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億14百万円増加いたしまし

た。流動資産は21億70百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億１百万円増加いたしました。主な要因は現金及

び預金の増加10億27百万円と、貸倒引当金の増加３億68百万円によるものであります。固定資産は４億73百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて２億86百万円減少いたしました。主な要因は、のれんの減少１億24百万円と、敷金及

び差入保証金の減少52百万円によるものであります。 

（負債） 

当連結会計年度末における負債は15億31百万円となり、前連結会計年度末に比べて７億６百万円増加いたしました。

流動負債は14億77百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億16百万円増加いたしました。主な要因は、前受金の

増加９億23百万円によるものであります。固定負債は54百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億９百万円減少

いたしました。主な要因は、長期繰延税金負債の減少37百万円と、長期借入金の減少35百万円によるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は11億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億92百万円減少いたしました。

主な要因は、増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ５億95百万円増加したものの、親会社株主に帰属する当期

純損失の計上により繰越利益剰余金が14億７百万円減少したことによるものであります。この結果、当連結会計年度

末の自己資本比率は41.6％（前連結会計年度末60.8％）となりました。 

 

（５）添付資料３・４ページ 

１.経営成績等の概況 

 （３）当期のキャッシュ・フローの概況 

【訂正前】 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は12億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億32

百万円増加いたしました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは１億33百万円の資金の増加（前年同期は11億65百万円の資金の減少）となり

ました。この主な要因は、前受金の増加額９億23百万円及び非資金取引である貸倒引当金の増加額３億48百万円と仕

入債務の増加額１億４百万円等の増加要因が、税金等調整前当期純損失13億44百万円等の減少要因を上回ったことに

よるものであります。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は12億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億27

百万円増加いたしました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは１億33百万円の資金の増加（前年同期は11億65百万円の資金の減少）となり

ました。この主な要因は、前受金の増加額９億23百万円及び非資金取引である貸倒引当金の増加額３億48百万円と仕

入債務の増加額１億67百万円等の増加要因が、税金等調整前当期純損失13億44百万円等の減少要因を上回ったことに

よるものであります。 
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（６）添付資料８・９ページ 

 ３.連結財務諸表及び主な注記  

 （１）連結貸借対照表 

【訂正前】 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 236,315 1,268,418 

  受取手形及び売掛金 438,055 229,705 

  商品及び製品 382,828 533,532 

  仕掛品 18,352 - 

  原材料 7,034 5,643 

  前払費用 48,929 84,172 

  前渡金 3,356 11,028 

  短期貸付金 102,079 402,293 

  貸倒引当金 - △368,107 

  その他 131,889 59,824 

  流動資産合計 1,368,840 2,226,511 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 97,557 30,753 

    減価償却累計額 △36,450 △6,708 

    建物及び構築物（純額） 61,107 24,045 

   機械装置及び運搬具 26,194 25,737 

    減価償却累計額 △11,311 △15,835 

    機械装置及び運搬具（純額） 14,883 9,902 

   工具、器具及び備品 284,192 30,395 

    減価償却累計額 △261,384 △10,830 

    工具、器具及び備品（純額） 22,808 19,564 

   有形固定資産合計 98,799 53,512 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 4,428 5,002 

   のれん 311,262 186,757 

   営業権 80,944 42,500 

   その他 690 335 

   無形固定資産合計 397,325 234,595 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 70,205 29,588 

   敷金及び保証金 183,860 131,768 

   破産更生債権等 110,795 110,160 

   貸倒引当金 △110,795 △110,160 

   その他 9,770 23,716 

   投資その他の資産合計 263,835 185,073 

  固定資産合計 759,960 473,180 

 資産合計 2,128,800 2,699,691 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 44,152 179,208 

  短期借入金 200,000 - 

  未払金 245,375 188,191 

  未払法人税等 8,976 47,095 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

  前受金 6,221 930,185 

  賞与引当金 19,523 - 

  その他 136,708 70,132 

  流動負債合計 660,959 1,414,814 

 固定負債   

  繰延税金負債 40,918 3,721 

  資産除去債務 49,827 22,441 

  その他 73,285 28,289 

  固定負債合計 164,030 54,453 

 負債合計 824,989 1,469,267 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,706,626 3,301,796 

  資本剰余金 3,328,440 3,923,610 

  利益剰余金 △4,680,186 △6,088,011 

  自己株式 △83,004 △83,004 

  株主資本合計 1,271,876 1,054,391 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 - 70 

  為替換算調整勘定 23,272 164,149 

  その他の包括利益累計額合計 23,272 164,220 

 新株予約権 8,662 11,812 

 純資産合計 1,303,810 1,230,423 

負債純資産合計 2,128,800 2,699,691 
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【訂正後】 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 236,315 1,264,293 

  受取手形及び売掛金 438,055 177,593 

  商品及び製品 382,828 533,532 

  仕掛品 18,352 - 

  原材料 7,034 5,643 

  前払費用 48,929 84,172 

  前渡金 3,356 11,028 

  短期貸付金 102,079 402,293 

  貸倒引当金 - △368,107 

  その他 131,889 59,824 

  流動資産合計 1,368,840 2,170,274 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 97,557 30,753 

    減価償却累計額 △36,450 △6,708 

    建物及び構築物（純額） 61,107 24,045 

   機械装置及び運搬具 26,194 25,737 

    減価償却累計額 △11,311 △15,835 

    機械装置及び運搬具（純額） 14,883 9,902 

   工具、器具及び備品 284,192 30,395 

    減価償却累計額 △261,384 △10,830 

    工具、器具及び備品（純額） 22,808 19,564 

   有形固定資産合計 98,799 53,512 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 4,428 5,002 

   のれん 311,262 186,757 

   営業権 80,944 42,500 

   その他 690 335 

   無形固定資産合計 397,325 234,595 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 70,205 29,588 

   敷金及び保証金 183,860 131,768 

   破産更生債権等 110,795 110,160 

   貸倒引当金 △110,795 △110,160 

   その他 9,770 23,716 

   投資その他の資産合計 263,835 185,073 

  固定資産合計 759,960 473,180 

 資産合計 2,128,800 2,643,454 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 44,152 241,810 

  短期借入金 200,000 - 

  未払金 245,375 188,191 

  未払法人税等 8,976 47,095 

  前受金 6,221 930,185 

  賞与引当金 19,523 - 

  その他 136,708 70,132 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

  流動負債合計 660,959 1,477,416 

 固定負債   

  繰延税金負債 40,918 3,721 

  資産除去債務 49,827 22,441 

  その他 73,285 28,289 

  固定負債合計 164,030 54,453 

 負債合計 824,989 1,531,869 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,706,626 3,301,796 

  資本剰余金 3,328,440 3,923,610 

  利益剰余金 △4,680,186 △6,088,011 

  自己株式 △83,004 △83,004 

  株主資本合計 1,271,876 1,054,391 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 - 70 

  為替換算調整勘定 23,272 45,310 

  その他の包括利益累計額合計 23,272 45,381 

 新株予約権 8,662 11,812 

 純資産合計 1,303,810 1,111,584 

負債純資産合計 2,128,800 2,643,454 
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（７）添付資料12ページ 

 ３.連結財務諸表及び主な注記  

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（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27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当期純損失（△） △3,076,480 △1,357,821 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 - 70 

 為替換算調整勘定 67,878 140,877 

 その他の包括利益合計 67,878 140,947 

包括利益 △3,008,602 △1,216,873 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △3,008,602 △1,216,873 

【訂正後】 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当期純損失（△） △3,076,480 △1,357,821 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 - 70 

 為替換算調整勘定 67,878 22,038 

 その他の包括利益合計 67,878 22,108 

包括利益 △3,008,602 △1,335,712 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △3,008,602 △1,335,712 
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（８）添付資料14ページ 

 ３.連結財務諸表及び主な注記  

（３）連結株主資本等変動計算書 

 当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

【訂正前】 

 (単位：千円) 

 
株主資本 

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 2,706,626 3,328,440 △4,680,186 △83,004 1,271,876 

当期変動額      

新株の発行 595,169 595,169 － － 1,190,339 

剰余金の配当 － － － － － 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
－ － △1,357,821 － △1,357,821 

連結範囲の変動 － － △50,003 － △50,003 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

－ － － － － 

当期変動額合計 595,169 595,169 △1,407,824 － △217,484 

当期末残高 3,301,796 3,923,610 △6,088,011 △83,004 1,054,391 

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券評価差

額金 

為替換算調 

整勘定 

その他の包括 

利益累計額合 

計 

当期首残高 － 23,272 23,272 8,662 1,303,810 

当期変動額      

新株の発行 － － － － 1,190,339 

剰余金の配当 － － － － － 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
－ － － － △1,357,821 

連結範囲の変動 － － － － △50,003 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

70 140,877 140,947 3,150 144,097 

当期変動額合計 70 140,877 140,947 3,150 △73,386 

当期末残高 70 164,149 164,220 11,812 1,230,423 
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【訂正後】 

 (単位：千円) 

 
株主資本 

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 2,706,626 3,328,440 △4,680,186 △83,004 1,271,876 

当期変動額      

新株の発行 595,169 595,169 － － 1,190,339 

剰余金の配当 － － － － － 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
－ － △1,357,821 － △1,357,821 

連結範囲の変動 － － △50,003 － △50,003 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

－ － － － － 

当期変動額合計 595,169 595,169 △1,407,824 － △217,484 

当期末残高 3,301,796 3,923,610 △6,088,011 △83,004 1,054,391 

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券評価差

額金 

為替換算調 

整勘定 

その他の包括 

利益累計額合 

計 

当期首残高 － 23,272 23,272 8,662 1,303,810 

当期変動額      

新株の発行 － － － － 1,190,339 

剰余金の配当 － － － － － 

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 
－ － － － △1,357,821 

連結範囲の変動 － － － － △50,003 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

70 22,038 22,108 3,150 25,259 

当期変動額合計 70 22,038 22,108 3,150 △192,225 

当期末残高 70 45,310 45,381 11,812 1,111,584 
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（９）添付資料15・16ページ 

 ３.連結財務諸表及び主な注記  

（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27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３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損失（△） △3,079,660 △1,344,215 

 減価償却費 59,578 23,496 

 のれん償却額 182,313 124,504 

 営業権償却 20,389 38,444 

 受取和解金 - △35,000 

 債務免除益 - △2,083 

 投資有価証券評価損益（△は益） - 57,974 

 貸倒損失 - 32,483 

 新株予約権戻入益 △2,346 △6,196 

 減損損失 688,095 14,183 

 関係会社株式売却損益（△は益） - △105,560 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 3,349 18,234 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,129 1,877 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △46 348,062 

 受取利息 △1,252 △4,869 

 為替差損益（△は益） 91,962 33,093 

 支払利息 4,162 13,739 

 株式交付費 4,959 13,026 

 売上債権の増減額（△は増加） △76,348 279,613 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 834,992 △297,296 

 前渡金の増減額（△は増加） 137,578 △7,891 

 仕入債務の増減額（△は減少） △23,391 104,897 

 未払金の増減額（△は減少） △1,370 △34,298 

 前受金の増減額（△は減少） △303 923,964 

 立替金の増減額（△は増加） 29,059 2,044 

 その他 △6,584 △37,248 

 小計 △1,135,991 154,979 

 利息の受取額 3,366 2,513 

 利息の支払額 △4,152 △12,788 

 法人税等の支払額 △29,502 △10,961 

 法人税等の還付額 1,033 - 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,165,246 133,741 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 貸付けによる支出 △112,099 △432,993 

 貸付金の回収による収入 48,478 83,500 

 有形固定資産の取得による支出 △51,836 △16,854 

 有形固定資産の売却による収入 5,987 - 

 無形固定資産の取得による支出 △3,536 △8,298 

 資産除去債務の履行による支出 △16,891 △2,069 

 投資有価証券の取得による支出 △45,456 △19,217 

 関係会社株式の売却による収入 - 336,998 

 敷金の差入による支出 △471 △317 

 敷金の回収による収入 9,394 988 

 差入保証金の差入による支出 △67,411 △7,122 

 差入保証金の回収による収入 1,226 26 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

 その他 1,791 - 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △230,824 △65,359 

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） △200,000 △230,000 

 株式の発行による収入 757,289 1,171,847 

 新株予約権の発行による収入 10,989 62,422 

 新株予約権の買戻による支出 △5,053 △47,610 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 563,225 956,659 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,372 4,184 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △834,217 1,029,226 

現金及び現金同等物の期首残高 1,070,532 236,315 

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
(△は減少) 

- 2,876 

現金及び現金同等物の期末残高 236,315 1,268,418 
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【訂正後】 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３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損失（△） △3,079,660 △1,344,215 

 減価償却費 59,578 23,496 

 のれん償却額 182,313 124,504 

 営業権償却 20,389 38,444 

 受取和解金 - △35,000 

 債務免除益 - △2,083 

 投資有価証券評価損益（△は益） - 57,974 

 貸倒損失 - 32,483 

 新株予約権戻入益 △2,346 △6,196 

 減損損失 688,095 14,183 

 関係会社株式売却損益（△は益） - △105,560 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 3,349 18,234 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,129 1,877 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △46 348,062 

 受取利息 △1,252 △4,869 

 為替差損益（△は益） 91,962 33,093 

 支払利息 4,162 13,739 

 株式交付費 4,959 13,026 

 売上債権の増減額（△は増加） △76,348 331,725 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 834,992 △297,296 

 前渡金の増減額（△は増加） 137,578 △7,891 

 仕入債務の増減額（△は減少） △23,391 167,500 

 未払金の増減額（△は減少） △1,370 △34,298 

 前受金の増減額（△は減少） △303 923,964 

 立替金の増減額（△は増加） 29,059 2,044 

 前払費用の増減額（△は増加） 5,456 △63,336 

 その他 △12,040 △88,626 

 小計 △1,135,991 154,979 

 利息の受取額 3,366 2,513 

 利息の支払額 △4,152 △12,788 

 法人税等の支払額 △29,502 △10,961 

 法人税等の還付額 1,033 - 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,165,246 133,741 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 貸付けによる支出 △112,099 △432,993 

 貸付金の回収による収入 48,478 83,500 

 有形固定資産の取得による支出 △51,836 △16,854 

 有形固定資産の売却による収入 5,987 - 

 無形固定資産の取得による支出 △3,536 △8,298 

 資産除去債務の履行による支出 △16,891 △2,069 

 投資有価証券の取得による支出 △45,456 △19,217 

 関係会社株式の売却による収入 - 336,998 

 敷金の差入による支出 △471 △317 

 敷金の回収による収入 9,394 988 

 差入保証金の差入による支出 △67,411 △7,122 

 差入保証金の回収による収入 1,226 26 

 その他 1,791 - 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △230,824 △65,359 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
 至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

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） △200,000 △230,000 

 株式の発行による収入 757,289 1,171,847 

 新株予約権の発行による収入 10,989 62,422 

 新株予約権の買戻による支出 △5,053 △47,610 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 563,225 956,659 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,372 59 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △834,217 1,025,101 

現金及び現金同等物の期首残高 1,070,532 236,315 

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
(△は減少) 

- 2,876 

現金及び現金同等物の期末残高 236,315 1,264,293 
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（10）添付資料17・18ページ 

３.連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(表示方法の変更)  

【訂正前】 

・連結貸借対照表 

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期貸付金」は、金額的重要性が増したた

め当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の

連結財務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」の「その他」に表示していた233,969千円は

「短期貸付金」102,079千円と「その他」131,889千円として組み替えております。 

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、金額的重要性が増したため当

連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連結

財務諸表の組み替えを行っております。  

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」の「その他」に表示していた142,930千円は

「前受金」6,221千円と「その他」136,708千円として組み替えております。 

 

・連結損益計算書 

前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「貸倒損失」は、金額的重要性が増したため

当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連

結財務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「特別損失」の「その他」に表示していた4,264千円は

「貸倒損失」2,258千円と「その他」2,005千円として組み替えております。 

 

【訂正後】 

・連結貸借対照表 

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期貸付金」は、金額的重要性が増したた

め当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の

連結財務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」の「その他」に表示していた233,969千円は

「短期貸付金」102,079千円と「その他」131,889千円として組み替えております。 

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、金額的重要性が増したため当

連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連結

財務諸表の組み替えを行っております。  

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」の「その他」に表示していた142,930千円は

「前受金」6,221千円と「その他」136,708千円として組み替えております。 

 

・連結損益計算書 

前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「貸倒損失」は、金額的重要性が増したため

当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連

結財務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「特別損失」の「その他」に表示していた4,264千円は

「貸倒損失」2,258千円と「その他」2,005千円として組み替えております。 

 

・連結キャッシュ・フロー計算書 

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金」は、金

額的重要性が増したため当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させる

ため前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の
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「その他」に表示していた△303千円は、「前受金」として組み替えております。 

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前払費用」は、

金額的重要性が増したため当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させ

るため前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた5,456千円は、「前払費用」として組み替えております。 

 

（11）添付資料21ページ 

３.連結財務諸表及び主な注記  

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(１株当たり情報)  

【訂正前】 

 
前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

１株当たり純資産額 61.83円 46.07円 

１株当たり当期純損失金額（△） △164.16円 △57.95円 

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。         

 

 ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △3,076,480 △1,357,821 

 普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失
（△）(千円) 

△3,076,480 △1,357,821 

 普通株式の期中平均株式数(株) 18,740,706 23,429,658 

 

 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。 

項目 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 1,303,810 1,230,423 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 8,662 11,812 

（うち新株予約権（千円）） (8,662) (11,812) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,295,148 1,218,611 

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) 

20,946,674 26,453,582 
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【訂正後】 

 
前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

１株当たり純資産額 61.83円 41.57円 

１株当たり当期純損失金額（△） △164.16円 △57.95円 

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。         

 

 ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △3,076,480 △1,357,821 

 普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失
（△）(千円) 

△3,076,480 △1,357,821 

 普通株式の期中平均株式数(株) 18,740,706 23,429,658 

 

 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。 

項目 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成29年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 1,303,810 1,111,584 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 8,662 11,812 

（うち新株予約権（千円）） (8,662) (11,812) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,295,148 1,099,772 

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) 

20,946,674 26,453,582 

 

 

 

以 上  

 

 

 


