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平成30年３月28日 

各 位 

会 社 名 株式会社ショーケース・ティービー 

代表者名 代表取締役社長 森 雅弘 

 (コード：3909、東証第一部) 

問合せ先 経営企画本部本部長 柘原 俊 

 (TEL.03－6866－8555) 

 

(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）」において、公表後の有

価証券報告書の作成過程におきまして、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。 

 

２．訂正の内容 

＜サマリー情報１ページ＞ 

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】 (％表示は対前期増減率) 
 

  売上高 営業利益 経常利益 EBITDA 
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 ％ 百万円 ％ 
29年12月期 1,858 － 193 － 165 － 314 － 13 － 

28年12月期 － － － － － － － － － － 
 

(注) 包括利益 29年12月期 8,700 百万円( － ％)   28年12月期 － 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 2.04 1.97 1.1 6.4 10.4 
28年12月期 － － － － － 

 
 
【訂正後】 (％表示は対前期増減率) 
 

  売上高 営業利益 経常利益 EBITDA 
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 ％ 百万円 ％ 
29年12月期 1,859 － 191 － 163 － 314 － 12 － 

28年12月期 － － － － － － － － － － 
 

(注) 包括利益 29年12月期 7 百万円( － ％)   28年12月期 － 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 1.79 1.73 1.0 6.4 10.3 
28年12月期 － － － － － 
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（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12月期 2,584 1,227 46.9 179.06 
28年12月期 － － － － 

 
(参考) 自己資本 29年12月期 1,211 百万円   28年12月期 － 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12月期 2,577 1,226 46.9 178.81 
28年12月期 － － － － 

 
(参考) 自己資本 29年12月期 1,210 百万円   28年12月期 － 百万円 

 
 
（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12月期 51 △573 875 1,141 
28年12月期 － － － － 

 

【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12月期 41 △563 875 1,141 
28年12月期 － － － － 

 
 

２．配当の状況 
 
【訂正前】 

  
年間配当金 配当金総額 

   (合計) 
配当性向 
   (連結) 

純資産 
配当率 

   (連結) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 
  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
28年12月期 － 0.00 － 8.00 8.00 53 － － 
29年12月期 － 0.00 － 5.50 5.50 37 309.0 0.8 
30年12月期(予想) － 0.00 － 6.60 6.60   14.9   

 

【訂正後】 

  
年間配当金 配当金総額 

  (合計) 
配当性向 
  (連結) 

純資産 
配当率 

  (連結) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 
  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
28年12月期 － 0.00 － 8.00 8.00 53 － － 
29年12月期 － 0.00 － 5.50 5.50 37 307.8 0.8 
30年12月期(予想) － 0.00 － 6.60 6.60   14.9   
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＜サマリー情報２ページ＞ 

３．平成30年12月期の連結業績予想（平成30年１月１日～平成30年12月31日） 
 

 
【訂正前】 

(％表示は、対前期増減率) 

  売上高 営業利益 経常利益 EBITDA 
親会社株主に 
帰属する 
当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 
通 期 2,500 134.5 500 258.3 500 301.3 667 212.3 300 － 44.33 

 
 

【訂正後】 
(％表示は、対前期増減率) 

  売上高 営業利益 経常利益 EBITDA 
親会社株主に 
帰属する 
当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 
通 期 2,500 134.5 500 261.0 500 304.9 667 211.9 300 － 44.33 

 

 

＜添付資料２ページ＞ 

 １．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

  

【訂正前】 
（前段省略） 

このような状況のもと、当連結会計年度における売上高は1,858,594千円、営業利益は193,554千円、経常利益は

165,956千円、親会社株主に帰属する当期純利益は13,761千円となりました。 

 

【訂正後】 
（前段省略） 

このような状況のもと、当連結会計年度における売上高は1,859,232千円、営業利益は191,589千円、経常利益は

163,990千円、親会社株主に帰属する当期純利益は12,069千円となりました 

 

＜添付資料３ページ＞ 

（1）eマーケティング事業 

 

【訂正前】 
（前段省略） 

 以上の結果、eマーケティング事業全体における売上高は1,462,679千円となり、セグメント利益（営業利益）は

767,896千円となりました。 

  

【訂正後】 
（前段省略） 

 以上の結果、eマーケティング事業全体における売上高は1,463,317千円となり、セグメント利益（営業利益）は

765,921千円となりました。 

 

＜添付資料５ページ＞ 

（２）当期の財政状態の概況 

 
【訂正前】 
（資産） 

  当連結会計期間末における資産合計は、2,584,534千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が1,141,761千円、

受取手形及び売掛金が196,103千円、営業投資有価証券が174,561千円、のれんが386,230千円、投資有価証券が229,519
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千円であります。 
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（負債） 

 当連結会計期間末における負債合計は、1,356,803千円となりました。主な内訳は、短期借入金が200,110千円、１年

内返済予定の長期借入金が216,852千円、長期借入金が664,849千円であります。 

（純資産） 

 当連結会計期間末における純資産合計は、1,227,731千円となりました。 

 
【訂正後】 
（資産） 

  当連結会計期間末における資産合計は、2,577,696千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が1,141,761千円、

受取手形及び売掛金が196,792千円、営業投資有価証券が174,561千円、のれんが386,230千円、投資有価証券が229,519

千円であります。 

（負債） 

 当連結会計期間末における負債合計は、1,351,657千円となりました。主な内訳は、短期借入金が200,110千円、１年

内返済予定の長期借入金が216,852千円、長期借入金が664,849千円であります。 

（純資産） 

 当連結会計期間末における純資産合計は、1,226,039千円となりました。 

 

（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現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、1,141,761千円となりまし

た。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、51,407千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益87,127千円、

減価償却費75,306千円、のれん償却費45,372千円であります。主な減少要因は、営業投資有価証券の増加による資金流

出174,561千円、法人税等の支払額85,013千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、573,917千円となりました。主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出

84,570千円、投資有価証券の取得による支出73,535千円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出167,606

千円、事業譲受による支出271,480千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、875,452千円となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額200,110千円、

長期借入れによる収入800,000千円であります。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出76,547千円、配当金の

支払額53,702千円であります。 

 

【訂正後】 
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、1,141,761千円となりまし

た。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、41,407千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益85,162千円、

減価償却費77,919千円、のれん償却費45,372千円であります。主な減少要因は、営業投資有価証券の増加による資金流

出174,561千円、法人税等の支払額91,367千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、563,917千円となりました。主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出

83,573千円、投資有価証券の取得による支出73,535千円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出157,606

千円、事業譲受による支出271,480千円であります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、875,452千円となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額200,110千円、

長期借入れによる収入800,000千円であります。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出76,547千円、配当金の

支払額53,702千円であります。 

 

＜添付資料６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) 

          
当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,141,761 

  受取手形及び売掛金 196,103 

  商品及び製品 3,651 

  原材料及び貯蔵品 311 

  営業投資有価証券 174,561 

  繰延税金資産 7,087 

  その他 42,350 

  貸倒引当金 △2,448 

  流動資産合計 1,563,378 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 23,337 

    減価償却累計額 △9,652 

    建物及び構築物（純額） 13,685 

   その他 11,651 

   有形固定資産合計 25,336 

  無形固定資産  

   のれん 386,230 

   ソフトウエア 116,096 

   その他 123,455 

   無形固定資産合計 625,782 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 229,519 

   繰延税金資産 107,187 

   その他 44,111 

   貸倒引当金 △10,781 

   投資その他の資産合計 370,037 

  固定資産合計 1,021,155 

 資産合計 2,584,534 
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          (単位：千円) 

          
当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 39,970 

  短期借入金 200,110 

  1年内返済予定の長期借入金 216,852 

  未払法人税等 40,897 

  その他 156,201 

  流動負債合計 654,031 

 固定負債  

  長期借入金 664,849 

  繰延税金負債 37,922 

  固定負債合計 702,771 

 負債合計 1,356,803 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 336,214 

  資本剰余金 312,578 

  利益剰余金 563,067 

  株主資本合計 1,211,860 

 新株予約権 3,516 

 非支配株主持分 12,354 

 純資産合計 1,227,731 

負債純資産合計 2,584,534 

 

【訂正後】 
          (単位：千円) 

          
当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,141,761 

  受取手形及び売掛金 196,792 

  商品及び製品 3,651 

  営業投資有価証券 174,561 

  繰延税金資産 7,181 

  その他 33,305 

  貸倒引当金 △2,448 

  流動資産合計 1,554,806 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 23,337 

    減価償却累計額 △9,652 

    建物及び構築物（純額） 13,685 

   その他 11,651 

   有形固定資産合計 25,336 

  無形固定資産  

   のれん 386,230 

   ソフトウエア 113,483 

   その他 123,455 
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          (単位：千円) 

          
当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

   無形固定資産合計 623,169 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 229,519 

   繰延税金資産 111,534 

   その他 44,111 

   貸倒引当金 △10,781 

   投資その他の資産合計 374,384 

  固定資産合計 1,022,890 

 資産合計 2,577,696 

 

          (単位：千円) 

          
当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 39,970 

  短期借入金 200,110 

  1年内返済予定の長期借入金 216,852 

  未払法人税等 45,055 

  その他 146,897 

  流動負債合計 648,885 

 固定負債  

  長期借入金 664,849 

  繰延税金負債 37,922 

  固定負債合計 702,771 

 負債合計 1,351,657 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 336,214 

  資本剰余金 312,578 

  利益剰余金 561,375 

  株主資本合計 1,210,168 

 新株予約権 3,516 

 非支配株主持分 12,354 

 純資産合計 1,226,039 

負債純資産合計 2,577,696 

 

＜添付資料８ページ＞ 

（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) 
          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) 

売上高 1,858,594 

売上原価 560,694 

売上総利益 1,297,900 
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          (単位：千円) 
          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) 

販売費及び一般管理費 1,104,345 

営業利益 193,554 

営業外収益  

 受取利息 175 

 助成金収入 900 

 その他 349 

 営業外収益合計 1,425 

営業外費用  

 支払利息 3,493 

 投資事業組合運用損 5,000 

 持分法による投資損失 18,804 

 その他 1,725 

 営業外費用合計 29,024 

経常利益 165,956 

特別利益  

 新株予約権戻入益 170 

 特別利益合計 170 

特別損失  

 固定資産除却損 8,837 

 減損損失 30,646 

 段階取得に係る差損 34,930 

 その他 4,584 

 特別損失合計 78,998 

税金等調整前当期純利益 87,127 

法人税、住民税及び事業税 82,251 

法人税等調整額 △3,825 

法人税等合計 78,426 

当期純利益 8,700 

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △5,060 

親会社株主に帰属する当期純利益 13,761 

 

【訂正後】 
          (単位：千円) 
          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) 

売上高 1,859,232 

売上原価 563,307 

売上総利益 1,295,925 

販売費及び一般管理費 1,104,336 

営業利益 191,589 

営業外収益  

 受取利息 175 

 助成金収入 900 

 その他 349 

 営業外収益合計 1,425 

営業外費用  

 支払利息 3,493 

 投資事業組合運用損 5,000 

 持分法による投資損失 18,804 



―10― 

          (単位：千円) 
          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) 

 その他 1,725 

 営業外費用合計 29,024 

経常利益 163,990 

特別利益  

 新株予約権戻入益 170 

 特別利益合計 170 

特別損失  

 固定資産除却損 8,837 

 減損損失 30,646 

 段階取得に係る差損 34,930 

 その他 4,584 

 特別損失合計 78,998 

税金等調整前当期純利益 85,162 

法人税、住民税及び事業税 82,664 

法人税等調整額 △4,511 

法人税等合計 78,152 

当期純利益 7,009 

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △5,060 

親会社株主に帰属する当期純利益 12,069 

 

＜添付資料９ページ＞ 

連結包括利益計算書 

 
【訂正前】 
          (単位：千円) 
          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) 

当期純利益 8,700 

包括利益 8,700 

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 13,761 

 非支配株主に係る包括利益 △5,060 

 

【訂正後】 
          (単位：千円) 
          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) 

当期純利益 7,009 

包括利益 7,009 

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 12,069 

 非支配株主に係る包括利益 △5,060 
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＜添付資料10ページ＞ 

（３）連結株主資本等変動計算書 

 

【訂正前】 
 (単位：千円) 

 
株主資本 

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 334,548 314,998 629,188 1,278,735 3,686 － 1,282,421 

当期変動額        

剰余金の配当   △53,987 △53,987   △53,987 

新株の発行（新株予約権

の行使） 
1,666 1,666  3,332   3,332 

親会社株主に帰属する当

期純利益 
  13,761 13,761   13,761 

連結範囲の変動   △7,302 △7,302   △7,302 

持分法の適用範囲の変動   △18,591 △18,591   △18,591 

連結子会社の増資による

持分の増減 
 △2,075  △2,075   △2,075 

連結子会社株式の売却に

よる持分の増減 
 △2,011  △2,011   △2,011 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
    △170 12,354 12,184 

当期変動額合計 1,666 △2,420 △66,120 △66,874 △170 12,354 △54,690 

当期末残高 336,214 312,578 563,067 1,211,860 3,516 12,354 1,227,731 

 

【訂正後】 
 (単位：千円) 

 
株主資本 

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 334,548 314,998 629,188 1,278,735 3,686 － 1,282,421 

当期変動額        

剰余金の配当   △53,987 △53,987   △53,987 

新株の発行（新株予約権

の行使） 
1,666 1,666  3,332   3,332 

親会社株主に帰属する当

期純利益 
  12,069 12,069   12,069 

連結範囲の変動   △7,302 △7,302   △7,302 

持分法の適用範囲の変動   △18,591 △18,591   △18,591 

連結子会社の増資による

持分の増減 
 △2,075  △2,075   △2,075 

連結子会社株式の売却に

よる持分の増減 
 △2,011  △2,011   △2,011 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
    △170 12,354 12,184 

当期変動額合計 1,666 △2,420 △67,812 △68,566 △170 12,354 △56,382 

当期末残高 336,214 312,578 561,375 1,210,168 3,516 12,354 1,226,039 
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＜添付資料11ページ＞ 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 
          (単位：千円) 
          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利益 87,127 

 減価償却費 75,306 

 のれん償却額 45,372 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,199 

 受取利息及び受取配当金 △175 

 支払利息 3,493 

 持分法による投資損益（△は益） 18,804 

 投資事業組合運用損益（△は益） 5,000 

 固定資産除却損 8,837 

 減損損失 30,646 

 段階取得に係る差損益（△は益） 34,930 

 売上債権の増減額（△は増加） 18,945 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △540 

 営業投資有価証券の増減額（△は増加） △174,561 

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,806 

 その他 △8,442 

 小計 139,739 

 利息及び配当金の受取額 175 

 利息の支払額 △3,493 

 法人税等の支払額 △85,013 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 51,407 

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 △9,614 

 無形固定資産の取得による支出 △84,570 

 投資有価証券の取得による支出 △73,535 

 投資有価証券の償還による収入 10,000 

 敷金及び保証金の差入による支出 △1,254 

 敷金及び保証金の回収による収入 14,608 

 子会社株式の取得による支出 △4,562 

 子会社株式の売却による収入 2,190 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△167,606 

 事業譲受による支出 △271,480 

 その他 11,908 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △573,917 

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） 200,110 

 長期借入れによる収入 800,000 

 長期借入金の返済による支出 △76,547 

 ストックオプションの行使による収入 3,332 

 非支配株主からの払込みによる収入 2,260 

 配当金の支払額 △53,702 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 875,452 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 352,942 

現金及び現金同等物の期首残高 776,415 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 12,403 

現金及び現金同等物の期末残高 1,141,761 



―13― 

 
【訂正後】 
          (単位：千円) 
          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利益 85,162 

 減価償却費 77,919 

 のれん償却額 45,372 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △949 

 受取利息及び受取配当金 △175 

 支払利息 3,493 

 持分法による投資損益（△は益） 18,804 

 投資事業組合運用損益（△は益） 5,000 

 固定資産除却損 8,837 

 減損損失 30,646 

 段階取得に係る差損益（△は益） 34,930 

 売上債権の増減額（△は増加） 18,256 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △540 

 営業投資有価証券の増減額（△は増加） △174,561 

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,806 

 その他 △12,296 

 小計 136,092 

 利息及び配当金の受取額 175 

 利息の支払額 △3,493 

 法人税等の支払額 △91,367 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 41,407 

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 △10,611 

 無形固定資産の取得による支出 △83,573 

 投資有価証券の取得による支出 △73,535 

 投資有価証券の償還による収入 10,000 

 敷金及び保証金の差入による支出 △1,254 

 敷金及び保証金の回収による収入 14,608 

 子会社株式の取得による支出 △4,562 

 子会社株式の売却による収入 2,190 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△157,606 

 事業譲受による支出 △271,480 

 その他 11,908 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △563,917 

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） 200,110 

 長期借入れによる収入 800,000 

 長期借入金の返済による支出 △76,547 

 ストックオプションの行使による収入 3,332 

 非支配株主からの払込みによる収入 2,260 

 配当金の支払額 △53,702 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 875,452 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 352,942 

現金及び現金同等物の期首残高 776,415 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 12,403 

現金及び現金同等物の期末残高 1,141,761 
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＜添付資料13ページ＞ 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

 

【訂正前】 
     (単位：千円) 

 

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

連結財務諸表 
計上額 
（注２） eマーケティン

グ事業 
Webソリューシ

ョン事業 
投資事業 計 

売上高       

  外部顧客への売上高 1,462,679 395,914 ― 1,858,594 ― 1,858,594 

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 1,462,679 395,914 ― 1,858,594 ― 1,858,594 

セグメント利益又は損
失（△） 

767,896 1,322 △101,227 667,991 △474,436 193,554 

セグメント資産 719,155 346,861 208,009 1,274,026 1,310,507 2,584,534 

その他の項目       

減価償却費 34,215 23,507 ― 57,722 17,584 75,306 

のれん償却費 26,851 18,520 ― 45,372 ― 45,372 

 

【訂正後】 
     (単位：千円) 

 

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

連結財務諸表 
計上額 
（注２） eマーケティン

グ事業 
Webソリューシ

ョン事業 
投資事業 計 

売上高       

  外部顧客への売上高 1,463,317 395,914 ― 1,859,232 ― 1,859,232 

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 1,463,317 395,914 ― 1,859,232 ― 1,859,232 

セグメント利益又は損
失（△） 

765,921 1,322 △101,227 666,016 △474,427 191,589 

セグメント資産 717,231 346,861 208,009 1,272,103 1,305,593 2,577,696 

その他の項目       

減価償却費 36,828 23,507 ― 60,335 17,584 77,919 

のれん償却費 26,851 18,520 ― 45,372 ― 45,372 
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(１株当たり情報) 

 

【訂正前】 

 
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  179円06銭 

１株当たり当期純利益金額  ２円04銭 

潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益
金 額  

１円97銭 

(注) １．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 

 
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) １株当たり当期純利益金額  

(算定上の基礎)  

  当期純利益(千円) 13,761 

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

  普通株式に係る当期純利益(千円) 13,761 

  普通株式の期中平均株式数(株) 6,755,262 

 

【訂正後】 

 
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  178円81銭 

１株当たり当期純利益金額  １円79銭 

潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益
金 額  

１円73銭 

(注) １．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 

 
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) １株当たり当期純利益金額  

(算定上の基礎)  

  当期純利益(千円) 12,069 

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

  普通株式に係る当期純利益(千円) 12,069 

  普通株式の期中平均株式数(株) 6,755,262 
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以 上  


