
　
2019年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

代表者名 代表取締役社長 三宅 卓

(コード：2127、東証第一部)

問合せ先 取締役副社長管理本部長 楢木 孝麿

(TEL.03-5220-5454)
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の一部訂正に関するお知の一部訂正に関するお知の一部訂正に関するお知の一部訂正に関するお知の一部訂正に関するお知らせらせらせらせらせ

当社は、2019年10月30日に発表しました「2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部を

訂正いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．訂正の理由

訂正の理由につきましては、別途、本日付で公表いたしました「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出

及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

２．訂正の内容

訂正箇所には下線を付しております。

訂正の主な内容は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「投資活動によるキャッシュ・フロー」と「財務活

動によるキャッシュ・フロー」の計上区分及び内容を訂正するものであります。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物の四半期末残高」は変更ございません。

なお、本訂正に伴う過年度及び当期の連結業績への影響はございません。

以 上
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,955,421 9,244,934

減価償却費 62,675 49,558

投資有価証券評価損 － 899

のれん償却額 － 5,178

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,493 17,784

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △100,000 222,000

受取利息及び受取配当金 △6,325 △13,282

支払利息 3,962 2,834

為替差損益（△は益） － 1,225

持分法による投資損益（△は益） △4,371 △17,581

売上債権の増減額（△は増加） △2,745,629 △2,770,583

前払費用の増減額（△は増加） 29,862 46,624

仕入債務の増減額（△は減少） 345,034 711,160

未払費用の増減額（△は減少） △393,186 △523,813

前受金の増減額（△は減少） △58,233 △13,227

預り金の増減額（△は減少） 8,513 △32,223

長期未払金の増減額（△は減少） △3,359 △8,547

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 7,526 △12,350

その他 △306,606 47,407

小計 3,815,776 6,957,997

利息及び配当金の受取額 13,359 16,479

利息の支払額 △3,950 △2,868

法人税等の支払額 △2,206,938 △2,210,363

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,618,246 4,761,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

譲渡性預金の純増減額（△は増加） － △600,000

有形固定資産の取得による支出 △53,449 △73,177

無形固定資産の取得による支出 － △146,061

投資有価証券の取得による支出 △662,909 △150,378

出資金の分配による収入 37,800 55,316

定期預金の預入による支出 △5,100,445 △14,100,470

定期預金の払戻による収入 6,100,432 9,100,458

その他 805 2,999

投資活動によるキャッシュ・フロー 322,234 △5,911,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 8,532 2,345,343

長期預金の預入による支出 △1,000,000 －

長期預金の払戻による収入 － 5,000,000

長期借入金の返済による支出 △500,000 △500,000

自己株式の取得による支出 △328 △99

配当金の支払額 △1,929,587 △1,930,233

非支配株主からの払込みによる収入 － 5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,421,384 4,920,009

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,480,902 3,768,715

現金及び現金同等物の期首残高 7,236,592 8,995,097
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現金及び現金同等物の四半期末残高 5,755,690 12,763,812

(訂正後)

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,955,421 9,244,934

減価償却費 62,675 49,558

投資有価証券評価損 － 899

のれん償却額 － 5,178

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,493 17,784

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △100,000 222,000

受取利息及び受取配当金 △6,325 △13,282

支払利息 3,962 2,834

為替差損益（△は益） － 1,225

持分法による投資損益（△は益） △4,371 △17,581

売上債権の増減額（△は増加） △2,745,629 △2,770,583

前払費用の増減額（△は増加） 29,862 46,624

仕入債務の増減額（△は減少） 345,034 711,160

未払費用の増減額（△は減少） △393,186 △523,813

前受金の増減額（△は減少） △58,233 △13,227

預り金の増減額（△は減少） 8,513 △32,223

長期未払金の増減額（△は減少） △3,359 △8,547

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 7,526 △12,350

その他 △306,606 47,407

小計 3,815,776 6,957,997

利息及び配当金の受取額 13,359 16,479

利息の支払額 △3,950 △2,868

法人税等の支払額 △2,206,938 △2,210,363

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,618,246 4,761,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

譲渡性預金の純増減額（△は増加） － △600,000

有形固定資産の取得による支出 △53,449 △73,177

無形固定資産の取得による支出 － △1,061

事業譲受による支出 － △145,000

投資有価証券の取得による支出 △662,909 △150,378

出資金の分配による収入 37,800 55,316

定期預金の預入による支出 △6,100,445 △9,100,470

定期預金の払戻による収入 6,100,432 9,100,458

その他 805 2,999

投資活動によるキャッシュ・フロー △677,765 △911,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 8,532 2,345,343

長期借入金の返済による支出 △500,000 △500,000

自己株式の取得による支出 △328 △99

配当金の支払額 △1,929,587 △1,930,233

非支配株主からの払込みによる収入 － 5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,421,384 △79,990

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,480,902 3,768,715

現金及び現金同等物の期首残高 7,236,592 8,995,097
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現金及び現金同等物の四半期末残高 5,755,690 12,763,812
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