
　
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)

(((((訂正訂正訂正訂正訂正)))))平成平成平成平成平成3333311111年年年年年３３３３３月月月月月期期期期期 第第第第第２２２２２四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短信信信信信〔〔〔〔〔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、平成30年10月30日に発表しました「平成31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 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30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 7,167,757 6,955,421

減価償却費 64,662 62,675

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,353 20,493

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △47,000 △100,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △126,628 －

受取利息及び受取配当金 △5,541 △6,325

支払利息 4,627 3,962

持分法による投資損益（△は益） △19,558 △4,371

売上債権の増減額（△は増加） △698,945 △2,745,629

前払費用の増減額（△は増加） △49,216 29,862

仕入債務の増減額（△は減少） 435,789 345,034

未払費用の増減額（△は減少） 84,790 △393,186

前受金の増減額（△は減少） 110,244 △58,233

預り金の増減額（△は減少） △10,337 8,513

長期未払金の増減額（△は減少） 60,927 △3,359

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △40,590 7,526

その他 55,633 △306,606

小計 7,000,966 3,815,776

利息及び配当金の受取額 27,018 13,359

利息の支払額 △4,630 △3,950

法人税等の支払額 △1,560,560 △2,206,938

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,462,794 1,618,246

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 △69,827 △53,449

無形固定資産の取得による支出 △4,258 －

投資有価証券の取得による支出 △82,948 △662,909

出資金の分配による収入 65,500 37,800

定期預金の預入による支出 △5,100,419 △5,100,445

定期預金の払戻による収入 1,200,406 6,100,432

その他 872 805

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,990,673 322,234

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 299,565 8,532

長期預金の預入による支出 － △1,000,000

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

配当金の支払額 △1,389,823 △1,929,587

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,590,258 △3,421,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118,137 △1,480,902

現金及び現金同等物の期首残高 8,943,379 7,236,592

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,825,242 5,755,690
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　(訂正後)

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30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 7,167,757 6,955,421

減価償却費 64,662 62,675

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,353 20,493

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △47,000 △100,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △126,628 －

受取利息及び受取配当金 △5,541 △6,325

支払利息 4,627 3,962

持分法による投資損益（△は益） △19,558 △4,371

売上債権の増減額（△は増加） △698,945 △2,745,629

前払費用の増減額（△は増加） △49,216 29,862

仕入債務の増減額（△は減少） 435,789 345,034

未払費用の増減額（△は減少） 84,790 △393,186

前受金の増減額（△は減少） 110,244 △58,233

預り金の増減額（△は減少） △10,337 8,513

長期未払金の増減額（△は減少） 60,927 △3,359

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △40,590 7,526

その他 55,633 △306,606

小計 7,000,966 3,815,776

利息及び配当金の受取額 27,018 13,359

利息の支払額 △4,630 △3,950

法人税等の支払額 △1,560,560 △2,206,938

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,462,794 1,618,246

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 △69,827 △53,449

無形固定資産の取得による支出 △4,258 －

投資有価証券の取得による支出 △82,948 △662,909

出資金の分配による収入 65,500 37,800

定期預金の預入による支出 △5,100,419 △6,100,445

定期預金の払戻による収入 1,200,406 6,100,432

その他 872 805

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,990,673 △677,765

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 299,565 8,532

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

配当金の支払額 △1,389,823 △1,929,587

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,590,258 △2,421,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118,137 △1,480,902

現金及び現金同等物の期首残高 8,943,379 7,236,592

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,825,242 5,755,690
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