
 

平成 30年３月 23日 

各 位 

会 社 名    株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ 

代 表 者 名  代表取締役社長 間 下  直 晃  

（コード番号：3681 東証第一部） 

問 合 せ 先  取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 大 川  成 儀  

（TEL. 03-5768-3111） 

 

（訂正・数値データ訂正 )「平成 29 年 12 月期  決算短信〔日本基準〕（連結）」の  

一部訂正について  

 

平成 30年２月 14日に公表いたしました「平成 29年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について一部訂正すべき

事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。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．訂正の内容 

 

＜サマリー情報＞ 

 

１．平成29年12月期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年12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12月期 6,638 △8.3 △550 － △567 － △3,051 － 

28年12月期 7,239 19.0 36 △89.5 △197 － △527 － 

（注）包括利益  29年12月期 △2,887百万円（ － ％）  28年12月期 △616百万円（ － ％） 

 

 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12月期 △153.74 － △87.7 △5.3 △8.3 

28年12月期 △27.58 － △13.4 △1.9 0.5 

 

（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12月期 6,638 △8.3 △550 － △567 － △3,035 － 

28年12月期 7,239 19.0 36 △89.5 △197 － △527 － 

（注）包括利益  29年12月期 △2,837百万円（ － ％）  28年12月期 △616百万円（ － ％） 

 

 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12月期 △152.95 － △87.3 △5.3 △8.3 

28年12月期 △27.58 － △13.4 △1.9 0.5 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜添付資料＞ 

 

１．経営成績等の概況 

（１）経営成績に関する分析 

 

（訂正前） 

  なお、特別損失は2,525,694千円となりました。 

＜中略＞ 

  以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高6,638,220千円（前期比8.3％減）、営業損失550,753千円（前期は営業利益36,463

千円）、経常損失567,047千円（前期は経常損失197,101千円）、親会社株主に帰属する当期純損失 3,051,541千円（前期は親会社

株主に帰属する当期純損失527,480千円）となりました。 

 

（訂正後） 

  なお、特別損失は2,509,950千円となりました。 

＜中略＞ 

  以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高6,638,220千円（前期比8.3％減）、営業損失550,753千円（前期は営業利益36,463

千円）、経常損失567,047千円（前期は経常損失197,101千円）、親会社株主に帰属する当期純損失 3,035,797千円（前期は親会社

株主に帰属する当期純損失527,480千円）となりました。 

 

 

１．経営成績等の概況 

（２）財政状態に関する分析 

 

（訂正前） 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産合計は4,213,381千円となり、前連結会計年度末と比べて233,970千円の増加となりました。こ

れは主に、資本金1,248,845千円、資本剰余金1,408,865千円、非支配株主持分520,068千円の増加のほか、利益剰余金が3,078,923

千円減少したことによるものであります。 

 

（キャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 3,378,266 千円となり、前連結会計年度末と比較して

1,378,975千円の増加となりました。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

   当連結会計年度において営業活動により得られた資金は 870,375千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が△

3,091,905千円、減損損失 1,321,877千円、子会社株式売却損 1,116,068千円、減価償却費 934,960千円が発生したこと、また、

売上債権が98,087千円、前渡金が61,105千円減少したことによるものであります。 

 

（訂正後） 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産合計は4,213,381千円となり、前連結会計年度末と比べて233,970千円の増加となりました。こ

れは主に、資本金1,248,845千円、資本剰余金1,331,948千円、非支配株主持分520,068千円の増加のほか、利益剰余金が3,035,797

千円減少したことによるものであります。 

 

（キャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 3,378,266 千円となり、前連結会計年度末と比較して

1,378,975千円の増加となりました。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

   当連結会計年度において営業活動により得られた資金は 870,375千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が△

3,076,161千円、減損損失 1,321,877千円、子会社株式売却損 1,100,323千円、減価償却費 934,960千円が発生したこと、また、

売上債権が98,087千円、前渡金が61,105千円減少したことによるものであります。 

 



 

 

４．連結財務諸表 

（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12月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,188,675 3,437,521 

資本剰余金 1,349,857 2,758,722 

利益剰余金 142,502 △2,936,421 

自己株式 △44,503 △27,154 

株主資本合計 3,636,531 3,232,667 

   その他の包括利益累計額   

    為替換算調整勘定 △24,145 110,896 

    その他の包括利益累計額合計 △24,145 110,896 

   新株予約権 17,778 502 

   非支配株主持分 349,245 869,314 

   純資産合計 3,979,410 4,213,381 

 負債純資産合計 10,502,581 11,091,052 

 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,188,675 3,437,521 

資本剰余金 1,349,857 2,681,806 

利益剰余金 142,502 △2,893,294 

自己株式 △44,503 △27,154 

株主資本合計 3,636,531 3,198,878 

   その他の包括利益累計額   

    為替換算調整勘定 △24,145 144,685 

    その他の包括利益累計額合計 △24,145 144,685 

   新株予約権 17,778 502 

   非支配株主持分 349,245 869,314 

   純資産合計 3,979,410 4,213,381 

 負債純資産合計 10,502,581 11,091,052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

 （連結損益計算書） 

（訂正前） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

特別損失   

  減損損失 180,613 1,321,877 

  子会社株式売却損 － 1,116,068 

＜中略＞   

   特別損失合計 214,525 2,525,694 

税金等調整前当期純損失（△） △406,843 △3,091,905 

＜中略＞   

当期純損失（△） △551,419 △3,022,490 

＜中略＞   

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △527,480 △3,051,541 

 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

特別損失   

  減損損失 180,613 1,321,877 

  子会社株式売却損 － 1,100,323 

＜中略＞   

   特別損失合計 214,525 2,509,950 

税金等調整前当期純損失（△） △406,843 △3,076,161 

＜中略＞   

当期純損失（△） △551,419 △3,006,745 

＜中略＞   

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △527,480 △3,035,797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（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28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当期純損失（△） △551,419 △3,022,490 

その他の包括利益   

  為替換算調整勘定 △64,964 135,041 

  その他の包括利益合計 △64,964 135,041 

 包括利益 △616,384 △2,887,448 

（内訳）   

  親会社株主に係る包括利益 △592,445 △2,916,499 

非支配株主に係る包括利益 △23,939 29,051 

 

 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当期純損失（△） △551,419 △3,006,745 

その他の包括利益   

  為替換算調整勘定 △64,964 168,831 

  その他の包括利益合計 △64,964 168,831 

 包括利益 △616,384 △2,837,914 

（内訳）   

  親会社株主に係る包括利益 △592,445 △2,866,965 

非支配株主に係る包括利益 △23,939 29,051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３）連結株主資本等変動計算書 

  当連結会計年度（自 平成29年１月１日 至 平成29年12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 2,188,675 1,349,857 142,502 △44,503 3,636,531 

当期変動額      

新株の発行 1,248,845 1,400,553   2,649,398 

親会社株主に帰属する当期純損失 
（△）   △3,051,541  △3,051,541 

自己株式の処分    17,348 17,348 

非支配株主との取引に係る親会社の持分変

動      

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）      

連結子会社株式の取得による持分の増減  △68,604   △68,604 

連結子会社株式の売却による持分の増減  76,916 △27,382  49,533 

当期変動額合計 1,248,845 1,408,865 △3,078,923 17,348 △403,864 

当期末残高 3,437,521 2,758,722 △2,936,421 △27,154 3,232,667 

 

      

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 
 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 △24,145 △24,145 17,778 349,245 3,979,410 

当期変動額      

新株の発行     2,649,398 

親会社株主に帰属する当期純損失 
（△）     △3,051,541 

自己株式の処分     17,348 

非支配株主との取引に係る親会社の持分変

動      

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 135,041 135,041 △17,275 520,068 637,835 

連結子会社株式の取得による持分の増減     △68,604 

連結子会社株式の売却による持分の増減     49,533 

当期変動額合計 135,041 135,041 △17,275 520,068 233,970 

当期末残高 △110,896 △110,896 502 869,314 4,213,381 

 

 

 



 

 

（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 2,188,675 1,349,857 142,502 △44,503 3,636,531 

当期変動額      

新株の発行 1,248,845 1,248,845   2,497,691 

親会社株主に帰属する当期純損失 
（△）   △3,035,797  △3,035,797 

自己株式の処分    17,348 17,348 

非支配株主との取引に係る親会社の持分変

動  △68,604   △68,604 

連結子会社の増資による持分の増減  151,707   151,707 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）      

当期変動額合計 1,248,845 1,331,948 △3,035,797 17,348 △437,653 

当期末残高 3,437,521 2,681,806 △2,893,294 △27,154 3,198,878 

 

      

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 
 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 △24,145 △24,145 17,778 349,245 3,979,410 

当期変動額      

新株の発行     2,497,691 

親会社株主に帰属する当期純損失 
（△）     △3,035,797 

自己株式の処分     17,348 

非支配株主との取引に係る親会社の持分変

動     △68,604 

連結子会社の増資による持分の増減     151,707 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 168,831 168,831 △17,275 520,068 671,624 

当期変動額合計 168,831 168,831 △17,275 520,068 233,970 

当期末残高 144,685 144,685 502 869,314 4,213,381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（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28年１月１日 
 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年12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（△） △406,843 △3,091,905 

＜中略＞   
子会社株式売却損益（△は益） - 1,116,068 

＜中略＞   
為替差損益（△は益） 174,557 △32,382 

＜中略＞   
その他 △32,581 283,174 

小計 1,535,194 926,124 

 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 
(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年１月１日 
 至 平成29年12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（△） △406,843 △3,076,161 

＜中略＞   
子会社株式売却損益（△は益） - 1,100,323 

＜中略＞   
為替差損益（△は益） 174,557 △33,374 

＜中略＞   
その他 △32,581 284,165 

小計 1,535,194 926,124 

 

 

（１株当たり情報） 

 

（訂正前） 

 

前連結会計年度 
（自 平成28年１月１日 
至 平成28年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成29年１月１日 
至 平成29年12月31日） 

１株当たり純資産額 186.94円 139.12円 

１株当たり当期純損失金額（△） △27.58円 △153.74円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 －円 －円 

 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成28年１月１日 
至 平成28年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成29年１月１日 
至 平成29年12月31日） 

１株当たり当期純損失金額（△）   

親会社株主に帰属する当期純損失金額（△） 

（千円） 
△527,480 △3,051,541 

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金額

（△）（千円） 
△527,480 △3,051,541 

 

 

 

 



 

 

（訂正後） 

 

前連結会計年度 
（自 平成28年１月１日 
至 平成28年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成29年１月１日 
至 平成29年12月31日） 

１株当たり純資産額 186.94円 139.12円 

１株当たり当期純損失金額（△） △27.58円 △152.95円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 －円 －円 

 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成28年１月１日 
至 平成28年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成29年１月１日 
至 平成29年12月31日） 

１株当たり当期純損失金額（△）   

親会社株主に帰属する当期純損失金額（△） 

（千円） 
△527,480 △3,035,797 

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金額

（△）（千円） 
△527,480 △3,035,797 

 

 

 

 

２．訂正の理由 

 「平成 29年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、記載の誤りがあることが判明したため訂正するもの

であります。 

以 上 


