
 

2019年５月 20日 

各 位 
 会 社 名 株式会社アイ・ピー・エス 

 銘 柄 名 株式会社ＩＰＳ 

 代表者名 代表取締役 宮下 幸治 

  （コード番号：4390 東証マザーズ） 

 問合せ先 取締役管理本部長 林田 宣之 

（TEL. 03-3549-7719） 

 
（訂正・数値データ訂正）「2019 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 2019 年５月 10 日付で開示いたしました「2019 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につ

いて、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、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、訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

記 

 
１．訂正の理由 

「2019 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後、記載内容の一部に誤りがあるこ

とが判明いたしましたので、訂正させていただくものです。 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所には＿下線を付して表示しております。 

 

＜サマリー情報 １ページ＞ 

１．2019年３月期の連結業績（2018 年４月１日～2019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 

 2019年３月期 397 △598 1,295 2,471 

 2018年３月期 829 △378 △517 1,369 

 

【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 

 2019年３月期 397 △709 1,295 2,360 

 2018年３月期 829 △378 △517 1,369 

 



 

＜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現金及び現金同等物の期末残高は2,471百万円となりました。当連結会計年度に

おける各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動において獲得した資金は397百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益987百

万円、減価償却費225百万円、繰延延払利益の増加額587百万円があった一方、売上債権の増加額399百万円、

リース投資資産の増加額533百万円、法人税等の支払額415百万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） 

投資活動において使用した資金は598百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

341百万円、無形固定資産の取得による支出207百万円、長期前払費用の取得による支出28百万円によるも

のであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動において獲得した資金は1,295百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出

545百万円があった一方、株式上場時の公募増資、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに伴う

第三者割当増資、新株予約権の権利行使に伴う株式の発行による収入1,346百万円、及び非支配株主からの

払込みによる収入354百万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現金及び現金同等物の期末残高は2,360百万円となりました。当連結会計年度に

おける各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動において獲得した資金は397百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益987百

万円、減価償却費225百万円、繰延延払利益の増加額587百万円があった一方、売上債権の増加額399百万円、

リース投資資産の増加額533百万円、法人税等の支払額415百万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） 

投資活動において使用した資金は709百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

341百万円、無形固定資産の取得による支出207百万円、定期預金の預入による支出111百万円、長期前払費

用の取得による支出28百万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） 

財務活動において獲得した資金は1,295百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出

545百万円があった一方、株式上場時の公募増資、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに伴う

第三者割当増資、新株予約権の権利行使に伴う株式の発行による収入1,346百万円、及び非支配株主からの

払込みによる収入354百万円によるものであります。 

 

  



 

＜添付資料 ７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 

【訂正前】 

連結損益計算書 
            (単位：千円) 
           前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

 売上高 5,327,543 5,780,112 

 売上原価 3,297,753 3,480,187 

 売上総利益 2,029,789 2,299,925 

 販売費及び一般管理費 1,126,966 1,354,368 

 営業利益 902,823 945,556 

 営業外収益   

  受取利息及び配当金 2,307 4,292 

  為替差益 － 73,377 

  保険解約返戻金 24,876 － 

  その他 7,088 1,578 

  営業外収益合計 34,272 79,249 

 営業外費用   

  支払手数料 － 7,702 

  支払利息 16,854 14,601 

  為替差損 99,118 － 

  その他 2,103 854 

  営業外費用合計 118,077 23,158 

 経常利益 819,018 1,001,647 

 特別利益   

  固定資産売却益 157 198 

  特別利益合計 157 198 

 特別損失   

  固定資産除却損 5 0 

  貸倒損失 － 11,322 

  たな卸資産廃棄損 － 2,586 

  特別損失合計 5 13,909 

 税金等調整前当期純利益 819,170 987,936 

 法人税、住民税及び事業税 330,132 329,199 

 法人税等調整額 △21,270 △10,676 

 法人税等合計 308,862 318,522 

 当期純利益 510,308 669,413 

 非支配株主に帰属する当期純利益 29,779 81,181 

 親会社株主に帰属する当期純利益 480,529 588,231 

 
  



 
【訂正後】 

連結損益計算書 
            (単位：千円) 
           前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

 売上高 5,327,543 5,780,112 

 売上原価 3,297,753 3,636,131 

 売上総利益 2,029,789 2,143,981 

 販売費及び一般管理費 1,126,966 1,198,555 

 営業利益 902,823 945,556 

 営業外収益   

  受取利息及び配当金 2,307 4,292 

  為替差益 － 73,377 

  保険解約返戻金 24,876 － 

  その他 7,088 1,578 

  営業外収益合計 34,272 79,249 

 営業外費用   

  支払手数料 － 7,702 

  支払利息 16,854 14,601 

  為替差損 99,118 － 

  その他 2,103 854 

  営業外費用合計 118,077 23,158 

 経常利益 819,018 1,001,647 

 特別利益   

  固定資産売却益 157 198 

  特別利益合計 157 198 

 特別損失   

  固定資産除却損 5 0 

  貸倒損失 － 11,322 

  たな卸資産廃棄損 － 2,586 

  特別損失合計 5 13,909 

 税金等調整前当期純利益 819,170 987,936 

 法人税、住民税及び事業税 330,132 329,199 

 法人税等調整額 △21,270 △10,676 

 法人税等合計 308,862 318,522 

 当期純利益 510,308 669,413 

 非支配株主に帰属する当期純利益 29,779 81,181 

 親会社株主に帰属する当期純利益 480,529 588,231 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

＜添付資料 10 ページ＞ 

（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 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019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利益 819,170 987,936 

 減価償却費 206,246 225,928 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △37,182 △724 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △1,618 6,995 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,976 8,764 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,322 24,703 

 受取利息及び配当金 △2,307 △4,292 

 支払利息 16,854 14,601 

 保険解約返戻金 △24,876 - 

 固定資産売却損益（△は益） △157 △198 

 固定資産除却損 5 0 

 売上債権の増減額（△は増加） △146,990 △399,143 

 リース投資資産の増減額（△は増加） 482,469 △533,879 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 4,931 4,522 

 仕入債務の増減額（△は減少） 166,348 489 

 未払金の増減額（△は減少） △70,864 △29,931 

 繰延延払利益の増減額（△は減少） △359,691 587,168 

 長期未払金の増減額（△は減少） △50,179 - 

 その他 29,518 △69,635 

 小計 1,043,975 823,303 

 利息及び配当金の受取額 2,307 4,292 

 利息の支払額 △15,572 △14,940 

 法人税等の支払額 △201,090 △415,561 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 829,619 397,094 

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 △310,464 △341,174 

 有形固定資産の売却による収入 170 705 

 無形固定資産の取得による支出 △133 △207,505 

 保証金の差入による支出 △8,779 △14,121 

 貸付金の回収による収入 55,437 - 

 長期前払費用の取得による支出 △132,458 △28,882 

 保険積立金の解約による収入 52,886 2,297 

 その他 △35,580 △9,716 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △378,921 △598,397 

 

 
  



 
 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019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） △100,000 － 

 長期借入れによる収入 230,000 200,000 

 長期借入金の返済による支出 △586,664 △545,136 

 社債の償還による支出 △20,000 △10,000 

 株式の発行による収入 - 1,346,284 

 非支配株主からの払込みによる収入 13,903 354,712 

 リース債務の返済による支出 △54,585 △49,961 

 自己株式の取得による支出 - △68 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △517,346 1,295,831 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,265 6,853 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △91,914 1,101,382 

現金及び現金同等物の期首残高 1,457,099 1,369,964 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4,779 - 

現金及び現金同等物の期末残高 1,369,964 2,471,346 

 

  



 

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

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019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利益 819,170 987,936 

 減価償却費 206,246 225,928 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △37,182 △724 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △1,618 6,995 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,976 8,764 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,322 24,703 

 受取利息及び配当金 △2,307 △4,292 

 支払利息 16,854 14,601 

 保険解約返戻金 △24,876 - 

 固定資産売却損益（△は益） △157 △198 

 固定資産除却損 5 0 

 売上債権の増減額（△は増加） △146,990 △399,143 

 リース投資資産の増減額（△は増加） 482,469 △533,879 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 4,931 4,522 

 仕入債務の増減額（△は減少） 166,348 489 

 未払金の増減額（△は減少） △70,864 △29,931 

 繰延延払利益の増減額（△は減少） △359,691 587,168 

 長期未払金の増減額（△は減少） △50,179 - 

 その他 29,518 △69,635 

 小計 1,043,975 823,303 

 利息及び配当金の受取額 2,307 4,292 

 利息の支払額 △15,572 △14,940 

 法人税等の支払額 △201,090 △415,561 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 829,619 397,094 

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 △310,464 △341,174 

 有形固定資産の売却による収入 170 705 

 無形固定資産の取得による支出 △133 △207,505 

 保証金の差入による支出 △8,779 △14,121 

 貸付金の回収による収入 55,437 - 

 長期前払費用の取得による支出 △132,458 △28,882 

 保険積立金の解約による収入 52,886 2,297 

 定期預金の預入による支出 - △111,010 

 その他 △35,580 △9,716 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △378,921 △709,407 

 

 

  



 
 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019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） △100,000 － 

 長期借入れによる収入 230,000 200,000 

 長期借入金の返済による支出 △586,664 △545,136 

 社債の償還による支出 △20,000 △10,000 

 株式の発行による収入 - 1,346,284 

 非支配株主からの払込みによる収入 13,903 354,712 

 リース債務の返済による支出 △54,585 △49,961 

 自己株式の取得による支出 - △68 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △517,346 1,295,831 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,265 6,853 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △91,914 990,372 

現金及び現金同等物の期首残高 1,457,099 1,369,964 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4,779 - 

現金及び現金同等物の期末残高 1,369,964 2,360,336 

 

以上 
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