
 

 

 

 
2019 年８月 13日 

各 位 
会 社 名 リネットジャパングループ株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長   黒田 武志 

 （コード番号：3556 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 取締役管理本部長  山根 秀之 

 （TEL 052-589-2219） 

 
（訂正・数値データ訂正） 

「平成 30 年９月期 決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 
 

2018 年 11 月 14 日に公表いたしました「平成 30 年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載に一部

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、訂正後の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  

連結貸借対照表における流動資産の「１年内返済予定の長期借入金」と固定負債の「長期借入金」

の金額の誤り、及びそれに付随する金額の誤りがありましたので、訂正するもので あります。 

なお、本訂正による連結経営成績への影響はございません。 

  
２． 訂正の内容  

サマリー情報１ページの「連結キャッシュ・フローの状況」、添付資料３ページの「当期の財政状

態の概況」、４ページの「当期のキャッシュ・フローの概況」、６ ページから７ページの「連結貸借

対照表」、及び 12 ページの「連結キャッシュ・フロー計算書」の記載につきまして、下記のとおり訂

正いたします。  

 
（１） サマリー情報１ページ  
【訂正前】 
１．平成 30 年 9 月期の連結業績（平成 29 年 10 月１日～平成 30年 9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 9月期 △401 △790 1,055 1,190 

29 年 9月期 △59 △138 1,115 1,338 

 
【訂正後】 
１．平成 30 年 9 月期の連結業績（平成 29 年 10 月１日～平成 30年 9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 9月期 △401 △794 1,055 1,186 

29 年 9月期 △59 △138 1,115 1,338 



 

 
（２） 添付資料３ページ  
【訂正前】  
１． 経営成績等の概況 

(2）当期の財政状態の概況 
（資産の部）  

当連結会計年度末における流動資産は 4,075,693 千円となり、前連結会計年度末に比べ 2,029,894
千円増加しました。これは主に、カンボジア事業による車両販売事業が伸長したこと、及び

Chamroeun Microfinance Plc.の子会社化により営業債権が増加したことにより、売掛金が 535,373
千円、営業貸付金が 1,360,655 千円増加したことによるものであります。  

＜省略＞ 
（負債の部）  
当連結会計年度末の流動負債は 1,787,706 千円となり、前連結会計年度末に比べ 1,173,786 千円増

加しました。これは主に、短期借入金が 909,773 千円、１年内返済予定の長期借入金が 58,564 千円、

１年内償還予定社債が 66,950 千円増加したことによるものであります。固定負債は 1,947,378 千円

となり、前連結会計年度末に比べ 997,982 千円増加いたしました。これは主に、長期借入金が 580,989
千円、社債が 220,550 千円増加したことによるものであります。  

 ＜以下省略＞ 
 

【訂正後】  
１． 経営成績等の概況 

(2）当期の財政状態の概況 
（資産の部）  

当連結会計年度末における流動資産は 4,075,693 千円となり、前連結会計年度末に比べ 2,029,894
千円増加しました。これは主に、カンボジア事業による車両販売事業が伸長したこと、及び

Chamroeun Microfinance Plc.の子会社化により営業債権が増加したことにより、売掛金が 535,373
千円、営業貸付金が 1,345,545 千円増加したことによるものであります。  

＜省略＞ 
（負債の部）  
当連結会計年度末の流動負債は 2,003,051 千円となり、前連結会計年度末に比べ 1,389,131 千円増

加しました。これは主に、短期借入金が 907,253 千円、１年内返済予定の長期借入金が 262,786 千

円増加したことによるものであります。固定負債は 1,732,033 千円となり、前連結会計年度末に比べ

782,637 千円増加いたしました。これは主に、長期借入金が 365,972 千円、社債が 220,550 千円増

加したことによるものであります。  
＜以下省略＞ 

 
 
 

（３） 添付資料４ページ  
【訂正前】  
１． 経営成績等の概況 
 (3）当期のキャッシュ・フローの概況  

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、前連結会計年度末に比

べ 148,261 千円減少し 1,190,337 千円となりました。 
＜省略＞ 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 790,375 千円(前連結会計年度比 472.7%
増)となりました。これは主に、Chamroeun Microfinance Plc.の子会社化による子会社株式の取得に

よる支出が 334,225 千円及び貸付による支出が 322,438 千円をそれぞれ計上したことなどによるも

のであります。 
 ＜以下省略＞ 

 
 
 



 

 
【訂正後】  
１． 経営成績等の概況 
 (3）当期のキャッシュ・フローの概況  

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、前連結会計年度末に比

べ 152,512 千円減少し 1,186,086 千円となりました。 
＜省略＞ 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 794,626 千円(前連結会計年度比 475.8%
増)となりました。これは主に、Chamroeun Microfinance Plc.の子会社化による子会社株式の取得に

よる支出が 338,477 千円及び貸付による支出が 322,438 千円をそれぞれ計上したことなどによるも

のであります。 
 ＜以下省略＞ 

 
 
 

（４） 添付資料６ページから７ページ  
【訂正前】  
３． 連結財務諸表及び主な注記 

 (1）連結貸借対照表  

  （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成 29 年９月 30 日) 
当連結会計年度 

(平成 30 年９月 30 日) 
資産の部 
流動資産 
現金及び預金 1,338,599 1,455,633
売掛金 347,467 882,840
商品 244,164 248,088
貯蔵品 7,999 8,212
営業貸付金 － 1,360,655
未収還付法人税等 1,810 －

繰延税金資産 21,213 24,550
その他 84,544 131,083
貸倒引当金 － △35,370
流動資産合計 2,045,799 4,075,693

 ＜省略＞  
資産合計 2,423,893 4,663,593

 
  



 

 
 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成 29 年９月 30 日) 
当連結会計年度 

(平成 30 年９月 30 日) 
負債の部 
流動負債 
買掛金 22,679 44,901
短期借入金 － 909,773
1 年内返済予定の長期借入金 339,432 397,996
未払金 114,889 154,386
未払費用 60,514 69,473
未払法人税等 577 23,380
賞与引当金 27,795 27,761
その他 48,032 160,032

流動負債合計 613,919 1,787,706
 
固定負債 
社債 6,250 226,800
長期借入金 911,164 1,492,153
リース債務 30,702 23,695
繰延税金負債 － 16,751
その他 1,279 187,978

固定負債合計 949,395 1,947,378
負債合計 1,563,315 3,735,084

 ＜省略＞ 
負債純資産合計 2,423,893 4,663,593

  
【訂正後】  
３．連結財務諸表及び主な注記 

(1） 連結貸借対照表 
  （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成 29 年９月 30 日) 
当連結会計年度 

(平成 30 年９月 30 日) 
資産の部 
流動資産 
現金及び預金 1,338,599 1,451,382
売掛金 347,467 882,840
商品 244,164 248,088
貯蔵品 7,999 8,212
営業貸付金 － 1,345,545
未収還付法人税等 1,810 －

繰延税金資産 21,213 24,550
その他 84,544 150,444
貸倒引当金 － △35,370
流動資産合計 2,045,799 4,075,693

 ＜省略＞ 
資産合計 2,423,893 4,663,593

 
  



 

 
 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成 29 年９月 30 日) 
当連結会計年度 

(平成 30 年９月 30 日) 
負債の部 
流動負債 
買掛金 22,679 44,901
短期借入金 － 907,253
1 年内返済予定の長期借入金 339,432 602,218
未払金 114,889 154,386
未払費用 60,514 83,116
未払法人税等 577 23,380
賞与引当金 27,795 27,761
その他 48,032 160,032

流動負債合計 613,919 2,003,051
固定負債 
社債 6,250 226,800
長期借入金 911,164 1,277,136
リース債務 30,702 23,695
繰延税金負債 － 16,751
その他 1,279 187,650

固定負債合計 949,395 1,732,033
負債合計 1,563,315 3,735,084

 ＜省略＞ 
負債純資産合計 2,423,893 4,663,593

 
 
 
（５） 添付資料 12 ページ  
【訂正前】  

３． 連結財務諸表及び主な注記 
 (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 10 月１日 
至 平成 29 年９月 30 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 29 年 10 月１日 
至 平成 30 年９月 30 日) 

 ＜省略＞  
投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △24,333 －

有形固定資産の取得による支出 △37,790 △42,450
無形固定資産の取得による支出 △55,638 △60,160
貸付けによる支出 － △322,438
子会社株式の取得による支出 － △334,225
その他 △20,246 △31,099
投資活動によるキャッシュ・フロー △138,008 △790,375

 ＜省略＞  
現金及び現金同等物に係る換算差額 － △11,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 917,472 △148,261
現金及び現金同等物の期首残高 421,126 1,338,599
現金及び現金同等物の期末残高 1,338,599 1,190,337

 
 



 

 
【訂正後】  

３． 連結財務諸表及び主な注記 
 (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 10 月１日 
至 平成 29 年９月 30 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 29 年 10 月１日 
至 平成 30 年９月 30 日) 

 ＜省略＞  
投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △24,333 －

有形固定資産の取得による支出 △37,790 △42,450
無形固定資産の取得による支出 △55,638 △60,160
貸付けによる支出 － △322,438
子会社株式の取得による支出 － △338,477
その他 △20,246 △31,099
投資活動によるキャッシュ・フロー △138,008 △794,626

 ＜省略＞  
現金及び現金同等物に係る換算差額 － △11,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 917,472 △152,512
現金及び現金同等物の期首残高 421,126 1,338,599
現金及び現金同等物の期末残高 1,338,599 1,186,086

 
以 上 


