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各 位
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(コード：6089、東証第１部)

問合せ先 執行役員 管理本部長 高山 智史

(TEL.03-6859-8880)

(((((訂訂訂訂訂正正正正正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))「「「「「22222000001111199999年年年年年３３３３３月月月月月期期期期期 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕（（（（（連連連連連結結結結結）））））」」」」」の一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正について

当社は、2019年５月13日に発表いたしました「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部

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し

ます。

なお、今回の訂正による連結損益計算書への影響はございません。

記

１．訂正の理由

「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、企業結合に係る暫定的な処理の確定において、誤り

があったことが判明したため、訂正いたします。

２．訂正箇所

訂正箇所は、訂正前及び訂正後をそれぞれ表示し、訂正の箇所には、下線＿＿を付して表示しております。

【サマリー情報】

１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019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 ％

2019年３月期 103,603 30.8 2,547 5.2 2,636 8.0 1,231 0.7

2018年３月期 79,197 30.7 2,422 23.3 2,441 23.3 1,222 20.9

(注) 包括利益 2019年３月期 1,303 百万円 (△7.6％) 2018年３月期 1,411 百万円 ( 28.1％)
　

（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 ％

2019年３月期 103,603 30.8 2,547 5.2 2,636 8.0 1,231 0.7

2018年３月期 79,197 30.7 2,422 23.3 2,441 23.3 1,222 20.9

(注) 包括利益 2019年３月期 1,322 百万円 (△5.1％) 2018年３月期 1,393 百万円 ( 26.5％)

（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

2019年３月期 34,214 7,964 20.1 309.28

2018年３月期 28,095 9,860 29.3 372.64

(参考) 自己資本 2019年３月期 6,877百万円 2018年３月期 8,242百万円
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（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

2019年３月期 34,214 7,964 20.1 309.28

2018年３月期 28,095 9,860 29.4 373.76

(参考) 自己資本 2019年３月期 6,877百万円 2018年３月期 8,266百万円

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 ％ ％

2018年３月期 － 0.00 － 18.00 18.00 398 31.3 6.5

2019年３月期 － 0.00 － 18.00 18.00 400 32.4 5.3

2020年３月期
(予想)

－ 0.00 － 18.00 18.00 20.3

（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 ％ ％

2018年３月期 － 0.00 － 18.00 18.00 398 31.0 6.1

2019年３月期 － 0.00 － 18.00 18.00 400 32.4 5.3

2020年３月期
(予想)

－ 0.00 － 18.00 18.00 20.3

【添付資料Ｐ４】

１.経営成績等の概況

（２）当期の財政状態の概況

（訂正前）

（中略）

（純資産の部）

当連結会計年度末における純資産合計は7,964百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,895百万円減少しまし

た。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上等により利益剰余金が877百万円増加した一方、関係会

社株式の追加取得等により資本剰余金が2,146百万円、非支配株主持分が581百万円減少したことによるもので

す。

以上の結果、自己資本比率は20.1％(前連結会計年度末29.3％)となりました。

（訂正後）

（中略）

（純資産の部）

当連結会計年度末における純資産合計は7,964百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,895百万円減少しまし

た。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上等により利益剰余金が833百万円増加した一方、関係会

社株式の追加取得等により資本剰余金が2,146百万円、非支配株主持分が556百万円減少したことによるもので

す。

以上の結果、自己資本比率は20.1％(前連結会計年度末29.4％)となりました。

決算短信（宝印刷） 2019年05月23日 11時37分 2ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



【添付資料Ｐ９】

４．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：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,236 6,958

受取手形及び売掛金 11,661 14,513

販売用不動産 305 777

仕掛品 190 298

仕掛販売用不動産 551 －

その他 410 627

貸倒引当金 △10 △13

流動資産合計 22,345 23,162

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 694 765

減価償却累計額 △183 △236

建物及び構築物（純額） 510 528

リース資産 45 37

減価償却累計額 △35 △31

リース資産（純額） 10 6

その他 893 1,277

減価償却累計額 △456 △493

その他（純額） 437 783

有形固定資産合計 958 1,319

無形固定資産

のれん 1,744 4,735

その他 1,620 2,914

無形固定資産合計 3,365 7,650

投資その他の資産

投資有価証券 333 868

繰延税金資産 529 602

その他 566 621

貸倒引当金 △2 △10

投資その他の資産合計 1,426 2,083

固定資産合計 5,749 11,052

資産合計 28,095 34,214
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 628 807

短期借入金 3,102 1,375

1年内返済予定の長期借入金 828 2,549

未払金 6,348 7,652

未払費用 1,130 1,297

未払法人税等 451 613

未払消費税等 1,356 1,714

賞与引当金 564 863

紹介収入返金引当金 30 45

事務所移転損失引当金 0 0

その他 1,099 1,110

流動負債合計 15,541 18,028

固定負債

長期借入金 2,417 7,529

リース債務 7 3

繰延税金負債 255 665

退職給付に係る負債 4 5

その他 8 17

固定負債合計 2,693 8,221

負債合計 18,234 26,249

純資産の部

株主資本

資本金 1,993 2,017

資本剰余金 2,445 299

利益剰余金 3,929 4,806

自己株式 △2 △2

株主資本合計 8,365 7,120

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 △2

繰延ヘッジ損益 － △18

為替換算調整勘定 △124 △221

その他の包括利益累計額合計 △123 △242

新株予約権 157 207

非支配株主持分 1,461 880

純資産合計 9,860 7,964

負債純資産合計 28,095 34,214
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（訂正後）

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,236 6,958

受取手形及び売掛金 11,661 14,513

販売用不動産 305 777

仕掛品 190 298

仕掛販売用不動産 551 －

その他 410 627

貸倒引当金 △10 △13

流動資産合計 22,345 23,162

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 694 765

減価償却累計額 △183 △236

建物及び構築物（純額） 510 528

リース資産 45 37

減価償却累計額 △35 △31

リース資産（純額） 10 6

その他 893 1,277

減価償却累計額 △456 △493

その他（純額） 437 783

有形固定資産合計 958 1,319

無形固定資産

のれん 1,744 4,735

その他 1,620 2,914

無形固定資産合計 3,365 7,650

投資その他の資産

投資有価証券 333 868

繰延税金資産 529 602

その他 566 621

貸倒引当金 △2 △10

投資その他の資産合計 1,426 2,083

固定資産合計 5,749 11,052

資産合計 28,095 34,214
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 628 807

短期借入金 3,102 1,375

1年内返済予定の長期借入金 828 2,549

未払金 6,348 7,652

未払費用 1,130 1,297

未払法人税等 451 613

未払消費税等 1,356 1,714

賞与引当金 564 863

紹介収入返金引当金 30 45

事務所移転損失引当金 0 0

その他 1,099 1,110

流動負債合計 15,541 18,028

固定負債

長期借入金 2,417 7,529

リース債務 7 3

繰延税金負債 255 665

退職給付に係る負債 4 5

その他 8 17

固定負債合計 2,693 8,221

負債合計 18,234 26,249

純資産の部

株主資本

資本金 1,993 2,017

資本剰余金 2,445 299

利益剰余金 3,972 4,806

自己株式 △2 △2

株主資本合計 8,409 7,120

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 △2

繰延ヘッジ損益 － △18

為替換算調整勘定 △143 △221

その他の包括利益累計額合計 △142 △242

新株予約権 157 207

非支配株主持分 1,436 880

純資産合計 9,860 7,964

負債純資産合計 28,095 34,214
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【添付資料Ｐ12】

（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：百万円)
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)

当期純利益 1,496 1,428

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △3

繰延ヘッジ損益 － △18

為替換算調整勘定 △85 △102

その他の包括利益合計 △84 △125

包括利益 1,411 1,303

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,138 1,112

非支配株主に係る包括利益 272 191

（訂正後）

(単位：百万円)
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)

当期純利益 1,496 1,428

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △3

繰延ヘッジ損益 － △18

為替換算調整勘定 △103 △83

その他の包括利益合計 △102 △106

包括利益 1,393 1,322

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,120 1,131

非支配株主に係る包括利益 272 191
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【添付資料Ｐ13】

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

（訂正前）

(単位：百万円)

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 609 773 3,007 △317 4,073

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,384 1,384 2,768

剰余金の配当 △257 △257

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△28 △43 △71

連結子会社株式の売

却による持分の増減
55 55

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,222 1,222

自己株式の処分 259 314 573

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 1,384 1,671 922 314 4,292

当期末残高 1,993 2,445 3,929 △2 8,365

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 － － △39 △39 108 875 5,018

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
2,768

剰余金の配当 △257

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△71

連結子会社株式の売

却による持分の増減
55

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,222

自己株式の処分 573

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

0 － △84 △83 48 585 549

当期変動額合計 0 － △84 △83 48 585 4,842

当期末残高 0 － △124 △123 157 1,461 9,860
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（訂正後）

(単位：百万円)

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 609 773 3,007 △317 4,073

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,384 1,384 2,768

剰余金の配当 △257 △257

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△28 △28

連結子会社株式の売

却による持分の増減
55 55

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,222 1,222

自己株式の処分 259 314 573

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 1,384 1,671 965 314 4,335

当期末残高 1,993 2,445 3,972 △2 8,409

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 － － △39 △39 108 875 5,018

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
2,768

剰余金の配当 △257

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△28

連結子会社株式の売

却による持分の増減
55

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,222

自己株式の処分 573

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

0 － △103 △102 48 561 506

当期変動額合計 0 － △103 △102 48 561 4,842

当期末残高 0 － △143 △142 157 1,436 9,860
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当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

（訂正前）

(単位：百万円)

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 1,993 2,445 3,929 △2 8,365

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
23 23 47

剰余金の配当 △398 △398

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△2,197 43 △2,154

連結子会社株式の売

却による持分の増減
27 27

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,231 1,231

自己株式の処分 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 23 △2,146 877 △0 △1,245

当期末残高 2,017 299 4,806 △2 7,120

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 0 － △124 △123 157 1,461 9,860

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
47

剰余金の配当 △398

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△2,154

連結子会社株式の売

却による持分の増減
27

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,231

自己株式の処分 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△3 △18 △96 △119 50 △581 △650

当期変動額合計 △3 △18 △96 △119 50 △581 △1,895

当期末残高 △2 △18 △221 △242 207 880 7,964
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（訂正後）

(単位：百万円)

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 1,993 2,445 3,972 △2 8,409

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
23 23 47

剰余金の配当 △398 △398

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△2,197 △2,197

連結子会社株式の売

却による持分の増減
27 27

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,231 1,231

自己株式の処分 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 23 △2,146 833 △0 △1,288

当期末残高 2,017 299 4,806 △2 7,120

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

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 0 － △143 △142 157 1,436 9,860

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
47

剰余金の配当 △398

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△2,197

連結子会社株式の売

却による持分の増減
27

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,231

自己株式の処分 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△3 △18 △77 △100 50 △556 △606

当期変動額合計 △3 △18 △77 △100 50 △556 △1,895

当期末残高 △2 △18 △221 △242 207 880 7,964
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【添付資料Ｐ20】

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（企業結合等関係）

（企業結合に係る暫定的な会計処理の確定）

（訂正前）

2018年１月に行われた当社グループによるDFP Recruitment Holdings Pty Ltdとの企業結合について、前連結会計

年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、当連結会計年度に確定しています。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報において、取得原価の当

初配分額に重要な見直しが反映されています。

この結果、暫定的に算定されたのれんの金額950百万円は、会計処理の確定により548百万円減少し、402百万円とな

りました。また、前連結会計年度末の無形固定資産のその他が1,311百万円、固定負債の繰延税金負債が393百万円、

非支配株主持分が367百万円それぞれ増加しています。前連結会計年度の連結損益計算書は、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が４百万円、当期純利益が８百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が12百万円それぞれ

増加しています。

（訂正後）

2018年１月に行われた当社グループによるDFP Recruitment Holdings Pty Ltdとの企業結合について、前連結会計

年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、当連結会計年度に確定しています。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報において、取得原価の当

初配分額に重要な見直しが反映されています。

この結果、暫定的に算定されたのれんの金額950百万円は、会計処理の確定により548百万円減少し、402百万円とな

りました。また、前連結会計年度末の無形固定資産のその他が1,200百万円、固定負債の繰延税金負債が255百万円、

非支配株主持分が338百万円それぞれ増加しています。前連結会計年度の連結損益計算書は、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が４百万円、当期純利益が８百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が12百万円それぞれ

増加しています。

【添付資料Ｐ23】

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

（訂正前）

当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

セールスア
ウトソーシ
ング事業

コールセン
ターアウト
ソーシング

事業

ファクトリ
ーアウトソ
ーシング事

業

介護ビジネ
ス支援事業

海外ＨＲ
事業

スタートア
ップ人材支
援事業

その他(注)全社・消去 合計

減損損失 － － － － － － － 14 14

(注)「その他」の金額は、社内利用のソフトウェアに係るものです。

（訂正後）

当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

セールスア
ウトソーシ
ング事業

コールセン
ターアウト
ソーシング

事業

ファクトリ
ーアウトソ
ーシング事

業

介護ビジネ
ス支援事業

海外ＨＲ
事業

スタートア
ップ人材支
援事業

その他(注)全社・消去 合計

減損損失 － － － － － － 14 － 14

(注)「その他」の金額は、社内利用のソフトウェアに係るものです。

決算短信（宝印刷） 2019年05月23日 11時37分 12ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



【添付資料Ｐ25】

（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 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)

１株当たり純資産額 372円64銭 309円28銭

（訂正後）

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)

１株当たり純資産額 373円76銭 309円28銭

以 上
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