
 

 

 
 

平成 29年９月 22日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 イ ー ド 

代表者名 代 表 取 締 役 宮川  洋 

（コード：6038 東証マザーズ） 

問合せ先 管理本部本部長   久岡 千恵 

 （TEL．03-5990-5330） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 29年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 29 年８月 10 日に発表いたしました「平成 29 年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において一部

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。 

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６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、記載の内容に一部訂正が

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６月期の連結業績（平成28年７月１日～平成29年６月30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6月期 249 △180 △123 1,793 

28年6月期 297 △290 6 1,844 

 

【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6月期 250 △210 △94 1,793 

28年6月期 297 △290 6 1,844 

  



 

（２）添付資料３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】 

当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物は1,793,561千円と前連結会計年度と比べ50,742千円減

少となりました。 

(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249,656千円増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益△

324,206千円、減損損失374,168千円、のれん償却額66,975千円、減価償却費136,802千円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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは180,289千円減少となりました。これは主に、事業譲受による支出60,576千円、

投資有価証券の取得による支出60,066千円、無形固定資産の取得による支出45,908千円によるものであります。 

 

(財務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・フローは123,138千円減少となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴わない子

会社株式の取得による支出89,177千円によるものであります。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物は1,793,561千円と前連結会計年度と比べ50,742千円減

少となりました。 

(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250,579千円増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益△

324,206千円、減損損失374,168千円、のれん償却額66,975千円、減価償却費136,802千円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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは210,087千円減少となりました。これは主に、事業譲受による支出61,500千円、

投資有価証券の取得による支出60,066千円、無形固定資産の取得による支出45,908千円によるものであります。 

 

(財務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・フローは94,263千円減少となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴わない子

会社株式の取得による支出60,303千円によるものであります。 

 



 

（３）添付資料12ページ 

１．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７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成29年６月30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 301,698 △324,206 

 減価償却費 109,957 136,802 

 のれん償却額 72,692 66,975 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,821 △4,723 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,231 8,810 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,825 △2,611 

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △14,227 3,546 

 受取利息及び受取配当金 △2,369 △3,040 

 支払利息 2,537 2,849 

 子会社移転費用 4,274 － 

 和解金 2,431 － 

 減損損失 30,990 374,168 

 投資有価証券売却損益（△は益） － 1,580 

 関係会社株式売却損益（△は益） － △149 

 投資有価証券評価損益（△は益） － 5,434 

 事業譲渡損益（△は益） △34,457 － 

 売上債権の増減額（△は増加） 37,598 56,338 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 19,628 △13,155 

 前渡金の増減額（△は増加） △10,287 650 

 仕入債務の増減額（△は減少） 35,843 31,188 

 固定資産売却損益（△は益） － △148 

 前受金の増減額（△は減少） － △6,630 

 未払金の増減額（△は減少） △53,543 △8,516 

 その他 △71,220 △14,006 

 小計 435,774 311,155 

 利息及び配当金の受取額 2,369 3,040 

 利息の支払額 △5,519 △5,762 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △134,950 △58,776 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 297,674 249,656 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 8,400 － 

 有形固定資産の取得による支出 △48,325 △6,940 

 有形固定資産の売却による収入 － 163 

 無形固定資産の取得による支出 △53,298 △45,908 

 投資有価証券の取得による支出 △29,900 △60,066 

 投資有価証券の売却による収入 － 2,985 

 関係会社株式の売却による収入 － 150 

 貸付けによる支出 △10,600 － 

 貸付金の回収による収入 － 10,000 

 敷金の支払による支出 △15,245 △95 

 敷金の返還による収入 7,637 － 

 事業譲受による支出 △70,000 △60,576 

 事業譲渡による収入 59,672 － 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△138,595 △20,000 



 

          

  (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成29年６月30日) 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △290,254 △180,289 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 

－ △89,177 

 長期借入金の返済による支出 △112,071 △44,792 

 長期借入れによる収入 130,000 － 

 社債の償還による支出 △30,000 － 

 株式の発行による収入 20,984 15,864 

 非支配株主からの払込みによる収入 － 19,800 

 その他 △2,466 △24,831 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 6,446 △123,138 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,599 3,029 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,267 △50,742 

現金及び現金同等物の期首残高 1,838,036 1,844,304 

現金及び現金同等物の期末残高 1,844,304 1,793,561 

 

【訂正後】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成29年６月30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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

301,698 △324,206 

 減価償却費 109,957 136,802 

 のれん償却額 72,692 66,975 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,821 △4,723 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,231 8,810 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,825 △2,611 

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △14,227 3,546 

 受取利息及び受取配当金 △2,369 △3,040 

 保険金の受取額 － △2,602 

 助成金収入 － △1,600 

 支払利息 2,537 2,849 

 子会社移転費用 4,274 － 

 和解金 2,431 － 

 減損損失 30,990 374,168 

 投資有価証券売却損益（△は益） － 1,580 

 関係会社株式売却損益（△は益） － △149 

 投資有価証券評価損益（△は益） － 5,434 

 事業譲渡損益（△は益） △34,457 － 

 固定資産売却損益（△は益） － △148 

 売上債権の増減額（△は増加） 37,598 56,338 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 19,628 △12,232 

 前渡金の増減額（△は増加） △10,287 650 

 仕入債務の増減額（△は減少） 35,843 31,188 

 前受金の増減額（△は減少） － △6,630 

 未払金の増減額（△は減少） △53,543 △8,516 

 その他 △71,220 △9,803 

 小計 435,774 312,078 

 利息及び配当金の受取額 2,369 3,040 



 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成28年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成29年６月30日) 

 利息の支払額 △5,519 △5,762 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △134,950 △58,776 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 297,674 250,579 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 8,400 － 

 有形固定資産の取得による支出 △48,325 △6,940 

 有形固定資産の売却による収入 － 163 

 無形固定資産の取得による支出 △53,298 △45,908 

 投資有価証券の取得による支出 △29,900 △60,066 

 投資有価証券の売却による収入 － 2,985 

 関係会社株式の売却による収入 － 150 

 貸付けによる支出 △10,600 － 

 貸付金の回収による収入 － 10,000 

 敷金の支払による支出 △15,245 △95 

 敷金の返還による収入 7,637 － 

 事業譲受による支出 △70,000 △61,500 

 事業譲渡による収入 59,672 － 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△138,595 △48,874 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △290,254 △210,087 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 130,000 34,125 

 長期借入金の返済による支出 △112,071 △78,917 

 社債の償還による支出 △30,000 － 

 株式の発行による収入 20,984 15,864 

 非支配株主からの払込みによる収入 － 19,800 

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 

－ △60,303 

 その他 △2,466 △24,831 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 6,446 △94,263 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,599 3,029 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,267 △50,742 

現金及び現金同等物の期首残高 1,838,036 1,844,304 

現金及び現金同等物の期末残高 1,844,304 1,793,561 

 


