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２０１９年６月27日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

 
 

(訂正)「平成30年４月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、2018年６月1４日に公表いたしました「平成30年4月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内

容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

「平成30年4月期度決算短信〔日本基準〕（連結）」の開示後、記載内容の一部に訂正すべき事項が

判明したため訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

訂正の箇所に下線を付して表示しております。 

 

 

【訂正前】 

１．平成30年４月期の連結業績（平成29年５月１日～平成30年４月30日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況  
 

 
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 

 30年４月期 152 △461 773 1,607 

 29年４月期 473 △380 △25 1,144 

 

【訂正後】 

１．平成30年４月期の連結業績（平成29年５月１日～平成30年４月30日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況  
 

 
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 

 30年４月期 152 △507 818 1,607 

 29年４月期 473 △380 △25 1,144 

 

 

【訂正前】 

会 社 名  株 式 会 社 ビ ュ ー テ ィ ガ レ ー ジ 

代表者名 代 表 取 締 役 C E O   野村 秀輝 

 （コード番号：3180  東証第一部） 

問合せ先  経営管理グループ統括責任者  齋藤 高広 

             （TEL. 03-5752-3897） 
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

（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、461,927千円（前年同期は380,125千円の資金減少）となりました。これは、

主に無形固定資産の取得による支出134,725千円、投資有価証券の取得による支出50,000千円及び敷金・保証

金の差入れによる支出21,122千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) 

財務活動の結果得られた資金は、773,168千円（前年同期は25,394千円の資金減少）となりました。これは、

主に長期借入金の返済による支出215,320千円、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

45,565千円及び配当金の支払額41,713千円があったものの、株式の発行による収入646,975千円があったこと

によるものであります。 

 

 

 

 

【訂正後】 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

（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、507,492千円（前年同期は380,125千円の資金減少）となりました。これは、

主に無形固定資産の取得による支出134,725千円、投資有価証券の取得による支出95,565千円及び敷金・保証

金の差入れによる支出21,122千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) 

財務活動の結果得られた資金は、818,733千円（前年同期は25,394千円の資金減少）となりました。これは、

主に長期借入金の返済による支出215,320千円及び配当金の支払額41,713千円があったものの、株式の発行に

よる収入646,975千円があったことによるものであります。 

 

 

【訂正前】 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年５月１日 
 至 平成29年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年５月１日 
 至 平成30年４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 503,712 652,843 

 減価償却費 46,259 74,403 

 のれん償却額 - 13,631 

 投資有価証券評価損益（△は益） 32,040 - 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,867 4,811 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 7,575 7,278 

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △5,231 △4,089 

 株主優待引当金の増減額（△は減少） 193 - 

 その他の引当金の増減額（△は減少） 6,836 5,119 

 受取利息及び受取配当金 △68 △68 

 支払利息 865 1,648 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年５月１日 
 至 平成29年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年５月１日 
 至 平成30年４月30日) 

 有形固定資産除売却損益（△は益） △875 - 

 売上債権の増減額（△は増加） △149,315 △241,522 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △179,785 △301,486 

 仕入債務の増減額（△は減少） 132,232 189,693 

 前渡金の増減額（△は増加） 25,279 △143,530 

 未払金の増減額（△は減少） 60,471 52,230 

 前受金の増減額（△は減少） 111,879 66,607 

 その他 37,170 23,510 

 小計 638,108 401,080 

 利息及び配当金の受取額 68 68 

 利息及び保証料の支払額 △845 △1,675 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △164,070 △246,930 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 473,259 152,543 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 - - 

 定期預金の払戻による収入 4,620 - 

 有形固定資産の取得による支出 △70,638 △58,559 

 有形固定資産の売却による収入 1,750 - 

 無形固定資産の取得による支出 △195,363 △134,725 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
- △190,187 

 投資有価証券の取得による支出 △14,065 △50,000 

 投資有価証券の売却による収入 - 1,000 

 敷金保証金の差入による支出 △121,754 △21,122 

 敷金保証金の回収による収入 22,195 2,283 

 資産除去債務の履行による支出 △558 △4,305 

 その他 △6,310 △6,310 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △380,125 △461,927 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 50,000 135,000 

 短期借入金の返済による支出 △28,330 △57,798 

 長期借入れによる収入 100,000 350,000 

 長期借入金の返済による支出 △132,971 △215,320 

 株式の発行による収入 - 646,975 

 新株予約権の発行による収入 - 1,667 

 自己株式の取得による支出 △71 △76 

 非支配株主からの払込みによる収入 20,000 - 

 
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 
△500 △45,565 

 配当金の支払額 △33,521 △41,713 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △25,394 773,168 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,856 △460 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,883 463,324 

現金及び現金同等物の期首残高 1,096,440 1,144,323 

現金及び現金同等物の期末残高 1,144,323 1,607,648 

 

【訂正後】 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年５月１日 
 至 平成29年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年５月１日 
 至 平成30年４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 503,712 652,843 

 減価償却費 46,259 74,403 

 のれん償却額 - 13,631 

 投資有価証券評価損益（△は益） 32,040 - 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,867 4,811 

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 7,575 7,278 

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △5,231 △4,089 

 株主優待引当金の増減額（△は減少） 193 - 

 その他の引当金の増減額（△は減少） 6,836 5,119 

 受取利息及び受取配当金 △68 △70 

 支払利息 865 1,648 

 有形固定資産除売却損益（△は益） △875 - 

 売上債権の増減額（△は増加） △149,315 △241,522 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △179,785 △301,486 

 仕入債務の増減額（△は減少） 132,232 189,693 

 前渡金の増減額（△は増加） 25,279 △143,530 

 未払金の増減額（△は減少） 60,471 52,230 

 前受金の増減額（△は減少） 111,879 66,607 

 その他 37,170 5,506 

 小計 638,108 383,074 

 利息及び配当金の受取額 68 70 

 利息及び保証料の支払額 △845 △1,675 

 和解金の支払額 - △489 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △164,070 △228,437 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 473,259 152,543 

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 4,620 - 

 有形固定資産の取得による支出 △70,638 △58,559 

 有形固定資産の売却による収入 1,750 - 

 無形固定資産の取得による支出 △195,363 △134,725 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
- △190,187 

 投資有価証券の取得による支出 △14,065 △95,565 

 投資有価証券の売却による収入 - 1,000 

 敷金保証金の差入による支出 △121,754 △21,122 

 敷金保証金の回収による収入 22,195 2,283 

 資産除去債務の履行による支出 △558 △4,305 

 その他 △6,310 △6,310 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △380,125 △507,492 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年５月１日 
 至 平成29年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年５月１日 
 至 平成30年４月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 50,000 135,000 

 短期借入金の返済による支出 △28,330 △57,798 

 長期借入れによる収入 100,000 350,000 

 長期借入金の返済による支出 △132,971 △215,320 

 株式の発行による収入 - 646,975 

 新株予約権の発行による収入 - 1,667 

 自己株式の取得による支出 △71 △76 

 非支配株主からの払込みによる収入 20,000 - 

 
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 
△500 - 

 配当金の支払額 △33,521 △41,713 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △25,394 818,733 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,856 △460 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,883 463,324 

現金及び現金同等物の期首残高 1,096,440 1,144,323 

現金及び現金同等物の期末残高  1,144,323  1,607,648 

 

以上 


