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2020 年３月 10 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト 

住 所 東京都港区北青山二丁目 11 番３号 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 原  仁 

（コード番号：3928）

問い合わせ先 
取 締 役

コーポレート本部長
澤 野  真 実 

TEL. 03-6864-4261 

（訂正・数値データ訂正）「2019 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

2020 年２月 14 日に公表いたしました「2019 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、一部訂

正すべき事項が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、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提出いたします。 

記 

１． 訂正理由 

2020年２月14日の決算短信公表後、当社の連結財務諸表において、のれんについての処理方法の一

部に誤りがあることが判明したため、訂正するものです。 

2020年２月14日の決算短信公表時においては、会計監査人に当該のれんの処理方法について確認を

したうえで公表しております。また、連結計算書類に適正意見を述べる監査報告書を３月２日に会計

監査人より受領しております。 

しかしながら、３月４日に会計監査人である監査法人内の品質管理部門からの指摘があったことを

契機に、当社と会計監査人にて協議を行った結果、本訂正を行うことに至ったものです。 

なお、連結計算書類にかかる監査報告書については改めて３月10日に受領しております。 

２． 訂正内容 

2019年12月期において、当社の連結財務諸表において子会社取得にかかるのれん433,806千円を『会

計制度委員会報告第７号連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針（日本公認会計士協

会）』の32項に基づき、減損損失（特別損失）として計上することにいたしました。 

本訂正に伴い、連結損益計算書において、特別損失が433,806千円増加、親会社株主に帰属する当期

純損失が433,806千円増加となります。また、連結貸借対照表において、総資産、利益剰余金、純資産

がそれぞれ433,806千円減少しております。 

なお、本訂正によって、2020年２月14日に公表いたしました2020年12月期の連結業績予想（2020年１

月１日～2020年12月31日）にも変更がございましたので、本日同時に開示いたしました「2019年12月期

における特別損失の追加計上および2020年12月期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

３．訂正箇所 

訂正箇所については、訂正前、訂正後のそれぞれの該当箇所を記載し、訂正の箇所には下線を付して

おります。 

以上 
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 (訂正前) 

１．2019年12月期の連結業績（2019年１月１日～2019年12月31日） 

 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）  

 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12月期 11,649 △4.0 △774 － △814 － △1,975 － 

2018年12月期 12,133 1.5 17 △97.2 △29 － △3,257 － 
 
（注）包括利益 2019年12月期 △1,975 百万円 （－％） 2018年12月期 △3,257 百万円 （－％） 

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

2019年12月期 △231.90 － － － － 

2018年12月期 △388.69 － － － －  
（参考）持分法投資損益 2019年12月期 － 百万円  2018年12月期 － 百万円 

 

（２）連結財政状態 

 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12月期 5,267 1,815 34.2 209.32 

2018年12月期 6,872 3,648 52.9 431.39  
（参考）自己資本 2019年12月期 1,799 百万円  2018年12月期 3,632 百万円 

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当連結会計年度の

期首から適用しており、前連結会計年度に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値と

なっております。 

 

１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

 当社グループが属する国内ゲームアプリ市場の市場規模は、「ファミ通ゲーム白書2019」によると、2017年に

10,580億円(前年比109.1%)、2018年に11,660億円(同110.2%)に達し、2019年は12,500億円、2020年は13,000億円と

成長を続けていくと予想されております。しかし、中国・韓国系企業のタイトルのシェアは年々増加しており、

ゲームメーカーの競争環境は激化しております。そのため、資金調達力などの企業体力に限界のある小・中規模事

業者の淘汰が進んでおり、今後も事業者間の合従連衡が行われていくものと考えております。 

(中略) 

 上記の取り組みの結果、2019年12月には営業利益において、単月黒字を達成しております。 

 当連結会計年度の売上高は11,649,841千円(前年同期比4.0％減)、営業損失は774,804千円(前年同期は営業利益 

17,108千円)、経常損失は814,917千円(前年同期は29,092千円)、親会社株主に帰属する当期純損失は1,975,136千

円(前年同期は3,257,497千円)となっております。 

 なお、当連結会計年度末における当社グループはゲームサービス事業の単一セグメントであるため、セグメン

ト情報は記載しておりません。 

 

（２）当期の財政状態の概況 

（資産） 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1,605,337千円減少し、5,267,052千円と

なりました。これは主に、現金及び預金の減少（前連結会計年度末比857,276千円の減少）、のれんの減少（前連

結会計年度末比275,837千円の減少）、繰延税金資産の減少（前連結会計年度末比257,948千円の減少）などがあっ

たことによるものであります。 

(中略) 

（純資産） 

 当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1,833,373千円減少し、1,815,376千円

となりました。これは主に、利益剰余金の減少（前連結会計年度末比1,975,136千円の減少）などがあったことに

よるものであります。 
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（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857,276千

円減少し、2,193,725千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は

次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、329,936千円となりました。これは主に、減損損失536,936千円、のれん償却

額341,969千円、減価償却費395,318千円などの増加要因があった一方で、税金等調整前当期純損失1,632,594千円

などの減少要因があったことによるものであります。 

 

 

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 

(2018年12月31日) 

当連結会計年度 

(2019年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,051,001 2,193,725 

売掛金 1,492,514 1,517,825 

未収入金 18,393 268 

未収還付法人税等 42,950 45,677 

その他 233,961 255,227 

流動資産合計 4,838,821 4,012,723 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 62,877 80,120 

減価償却累計額 △8,764 △13,789 

建物及び構築物（純額） 54,112 66,331 

工具、器具及び備品 125,856 142,351 

減価償却累計額 △73,222 △87,080 

工具、器具及び備品（純額） 52,633 55,270 

有形固定資産合計 106,746 121,602 

無形固定資産   

のれん 773,938 498,101 

その他 127,267 72,923 

無形固定資産合計 901,205 571,025 

投資その他の資産   

長期前払費用 359,413 143,263 

繰延税金資産 303,612 45,663 

その他 362,591 372,773 

投資その他の資産合計 1,025,616 561,700 

固定資産合計 2,033,568 1,254,328 

資産合計 6,872,390 5,267,052 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2018年12月31日) 

当連結会計年度 

(2019年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 315,040 258,407 

未払金 228,910 292,323 

短期借入金 － 70,000 

1年内返済予定の長期借入金 121,806 100,000 

1年内償還予定の社債 744,500 944,500 

未払法人税等 140,979 27,643 

サーバー不正アクセス対策引当金 32,100 － 

事業構造改革引当金 － 28,581 

その他 257,053 234,766 

流動負債合計 1,840,389 1,956,221 

固定負債   

長期借入金 － 150,000 

社債 1,383,250 1,338,750 

資産除去債務 － 5,193 

繰延税金負債 － 1,510 

固定負債合計 1,383,250 1,495,454 

負債合計 3,223,639 3,451,675 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,999,443 3,070,325 

資本剰余金 2,980,000 3,050,882 

利益剰余金 △2,346,434 △4,321,571 

自己株式 △353 △353 

株主資本合計 3,632,656 1,799,283 

新株予約権 16,093 16,093 

純資産合計 3,648,750 1,815,376 

負債純資産合計 6,872,390 5,267,052 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

  （単位：千円） 

 

 前連結会計年度 

(自 2018年１月１日 

 至 2018年12月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019年１月１日 

 至 2019年12月31日) 

売上高 12,133,898 11,649,841 

売上原価 7,429,232 7,194,746 

売上総利益 4,704,666 4,455,095 

販売費及び一般管理費 4,687,557 5,229,899 

営業利益又は営業損失（△） 17,108 △774,804 

営業外収益   

受取利息 39 70 

法人税等還付加算金 3,251 457 

消費税差額等 538 671 

為替差益 － 449 

協賛金収入 354 － 

その他 531 241 

営業外収益合計 4,715 1,890 

営業外費用   

支払利息 5,231 3,860 

株式交付費 470 240 

社債発行費 34,865 23,318 

社債利息 8,546 13,017 

為替差損 854 － 

その他 948 1,568 

営業外費用合計 50,916 42,004 

経常損失（△） △29,092 △814,917 

特別利益   

固定資産売却益 1,650 － 

投資有価証券売却益 － 19,397 

特別利益合計 1,650 19,397 

特別損失   

固定資産除却損 2,826 2,480 

減損損失 1,756,434 536,936 

投資有価証券評価損 6,619 4,339 

サーバー不正アクセス対策損失 205,736 － 

事業構造改革費用 － 293,318 

特別損失合計 1,971,618 837,074 

税金等調整前当期純損失（△） △1,999,060 △1,632,594 

法人税、住民税及び事業税 132,704 55,275 

法人税等調整額 1,125,731 287,266 

法人税等合計 1,258,436 342,542 

当期純損失（△） △3,257,497 △1,975,136 

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △3,257,497 △1,975,136 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 

(中略) 

当連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） 

       （単位：千円） 

 株主資本 
新株予約権 純資産合計 

 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 2,999,443 2,980,000 △2,346,434 △353 3,632,656 16,093 3,648,750 

当期変動額        

新株の発行 70,881 70,881   141,763  141,763 

親会社株主に帰属する

当期純損失（△） 
  △1,975,136  △1,975,136  △1,975,136 

自己株式の取得     －  － 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     － － 

当期変動額合計 70,881 70,881 △1,975,136 － △1,833,373 － △1,833,373 

当期末残高 3,070,325 3,050,882 △4,321,571 △353 1,799,283 16,093 1,815,376 
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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 2018年１月１日 

 至 2018年12月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019年１月１日 

 至 2019年12月31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損失（△） △1,999,060 △1,632,594 

減価償却費 562,600 395,318 

のれん償却額 374,063 341,969 

受取利息及び受取配当金 △40 △71 

支払利息及び社債利息 13,777 16,877 

減損損失 1,756,434 536,936 

固定資産除却損 2,826 2,480 

事業構造改善費用 － 293,318 

サーバー不正アクセス対策損失 205,736 － 

株式交付費 470 240 

投資有価証券評価損益（△は益） 6,619 4,339 

投資有価証券売却損益（△は益） － △19,397 

売上債権の増減額（△は増加） 188,282 250,631 

未収入金の増減額（△は増加） △40,355 7,703 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,473 △56,632 

その他 87,339 △33,887 

小計 1,162,168 107,230 

利息及び配当金の受取額 40 71 

利息の支払額 △13,777 △16,877 

事業構造改革費用の支払額 － △228,337 

サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 △142,729 △32,100 

法人税等の支払額 △50,964 △202,873 

法人税等の還付及び還付加算金の受取額 270,766 42,950 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,225,503 △329,936 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

子会社株式の取得価格修正による収入 － 10,416 

子会社株式の取得による支出 △1,442,000 △284,000 

投資有価証券の取得による支出 △55,000 △8,010 

投資有価証券の売却による収入 － 18,111 

事業譲受による支出 － △2,847 

有形固定資産の取得による支出 △16,682 △24,471 

無形固定資産の取得による支出 △38,975 △495,524 

敷金及び保証金の回収による収入 113,011 904 

敷金及び保証金の差入による支出 △46,383 △15,957 

長期前払費用の取得による支出 △450,979 △77,850 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,937,009 △879,228 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △73,200 70,000 

長期借入れによる収入 － 250,000 

長期借入金の返済による支出 △613,892 △121,806 

社債の発行による収入 2,415,134 976,681 

社債の償還による支出 △322,250 △844,500 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 58,769 21,513 

新株予約権の発行による収入 6,124 － 

その他 △247 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,470,438 351,888 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 758,932 △857,276 

現金及び現金同等物の期首残高 2,292,069 3,051,001 

現金及び現金同等物の期末残高 3,051,001 2,193,725 
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(中略) 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

（自 2018年１月１日 

至 2018年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 2019年１月１日 

至 2019年12月31日） 

１株当たり純資産額 431.39円 209.32円 

１株当たり当期純損失（△） △388.69円 △231.90円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 2018年１月１日 

至 2018年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 2019年１月１日 

至 2019年12月31日） 

１株当たり当期純損失   

親会社株主に帰属する当期純損失（△） 

（千円） 
△3,257,497 △1,975,136 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する 

当期純損失（△）（千円） 
△3,257,497 △1,975,136 

普通株式の期中平均株式数（株） 8,380,666 8,517,212 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

ストックオプションとしての 

新株予約権２種類 

（新株予約権の数7,376個） 

ストックオプションとしての 

新株予約権２種類 

（新株予約権の数7,240個） 
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(訂正後) 

１．2019年12月期の連結業績（2019年１月１日～2019年12月31日） 

 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）  

 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12月期 11,649 △4.0 △774 － △814 － △2,408 － 

2018年12月期 12,133 1.5 17 △97.2 △29 － △3,257 － 
 
（注）包括利益 2019年12月期 △2,408 百万円 （－％） 2018年12月期 △3,257 百万円 （－％） 

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

2019年12月期 △282.83 － － － － 

2018年12月期 △388.69 － － － －  
（参考）持分法投資損益 2019年12月期 － 百万円  2018年12月期 － 百万円 

 

（２）連結財政状態 

 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12月期 4,833 1,381 28.3 158.85 

2018年12月期 6,872 3,648 52.9 431.39  
（参考）自己資本 2019年12月期 1,365 百万円  2018年12月期 3,632 百万円 

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当連結会計年度の

期首から適用しており、前連結会計年度に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値と

なっております。 

 

１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

 当社グループが属する国内ゲームアプリ市場の市場規模は、「ファミ通ゲーム白書2019」によると、2017年に

10,580億円(前年比109.1%)、2018年に11,660億円(同110.2%)に達し、2019年は12,500億円、2020年は13,000億円と

成長を続けていくと予想されております。しかし、中国・韓国系企業のタイトルのシェアは年々増加しており、

ゲームメーカーの競争環境は激化しております。そのため、資金調達力などの企業体力に限界のある小・中規模事

業者の淘汰が進んでおり、今後も事業者間の合従連衡が行われていくものと考えております。 

(中略) 

 上記の取り組みの結果、2019年12月には営業利益において、単月黒字を達成しております。 

 当連結会計年度の売上高は11,649,841千円(前年同期比4.0％減)、営業損失は774,804千円(前年同期は営業利益 

17,108千円)、経常損失は814,917千円(前年同期は29,092千円)、親会社株主に帰属する当期純損失は2,408,942千

円(前年同期は3,257,497千円)となっております。 

 なお、当連結会計年度末における当社グループはゲームサービス事業の単一セグメントであるため、セグメン

ト情報は記載しておりません。 

 

 

（資産） 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2,039,143千円減少し、4,833,246千円と

なりました。これは主に、現金及び預金の減少（前連結会計年度末比857,276千円の減少）、のれんの減少（前連

結会計年度末比709,643千円の減少）、繰延税金資産の減少（前連結会計年度末比257,948千円の減少）などがあっ

たことによるものであります。 

(中略) 

（純資産） 

 当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2,267,179千円減少し、1,381,570千円

となりました。これは主に、利益剰余金の減少（前連結会計年度末比2,408,942千円の減少）などがあったことに

よるものであります。 
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（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857,276千

円減少し、2,193,725千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は

次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、329,936千円となりました。これは主に、減損損失970,742千円、のれん償却

額341,969千円、減価償却費395,318千円などの増加要因があった一方で、税金等調整前当期純損失2,066,400千円

などの減少要因があったことによるものであります。 

 

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 

(2018年12月31日) 

当連結会計年度 

(2019年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,051,001 2,193,725 

売掛金 1,492,514 1,517,825 

未収入金 18,393 268 

未収還付法人税等 42,950 45,677 

その他 233,961 255,227 

流動資産合計 4,838,821 4,012,723 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 62,877 80,120 

減価償却累計額 △8,764 △13,789 

建物及び構築物（純額） 54,112 66,331 

工具、器具及び備品 125,856 142,351 

減価償却累計額 △73,222 △87,080 

工具、器具及び備品（純額） 52,633 55,270 

有形固定資産合計 106,746 121,602 

無形固定資産   

のれん 773,938 64,295 

その他 127,267 72,923 

無形固定資産合計 901,205 137,219 

投資その他の資産   

長期前払費用 359,413 143,263 

繰延税金資産 303,612 45,663 

その他 362,591 372,773 

投資その他の資産合計 1,025,616 561,700 

固定資産合計 2,033,568 820,522 

資産合計 6,872,390 4,833,246 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2018年12月31日) 

当連結会計年度 

(2019年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 315,040 258,407 

未払金 228,910 292,323 

短期借入金 － 70,000 

1年内返済予定の長期借入金 121,806 100,000 

1年内償還予定の社債 744,500 944,500 

未払法人税等 140,979 27,643 

サーバー不正アクセス対策引当金 32,100 － 

事業構造改革引当金 － 28,581 

その他 257,053 234,766 

流動負債合計 1,840,389 1,956,221 

固定負債   

長期借入金 － 150,000 

社債 1,383,250 1,338,750 

資産除去債務 － 5,193 

繰延税金負債 － 1,510 

固定負債合計 1,383,250 1,495,454 

負債合計 3,223,639 3,451,675 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,999,443 3,070,325 

資本剰余金 2,980,000 3,050,882 

利益剰余金 △2,346,434 △4,755,377 

自己株式 △353 △353 

株主資本合計 3,632,656 1,365,477 

新株予約権 16,093 16,093 

純資産合計 3,648,750 1,381,570 

負債純資産合計 6,872,390 4,833,246 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

  （単位：千円） 

 

 前連結会計年度 

(自 2018年１月１日 

 至 2018年12月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019年１月１日 

 至 2019年12月31日) 

売上高 12,133,898 11,649,841 

売上原価 7,429,232 7,194,746 

売上総利益 4,704,666 4,455,095 

販売費及び一般管理費 4,687,557 5,229,899 

営業利益又は営業損失（△） 17,108 △774,804 

営業外収益   

受取利息 39 70 

法人税等還付加算金 3,251 457 

消費税差額等 538 671 

為替差益 － 449 

協賛金収入 354 － 

その他 531 241 

営業外収益合計 4,715 1,890 

営業外費用   

支払利息 5,231 3,860 

株式交付費 470 240 

社債発行費 34,865 23,318 

社債利息 8,546 13,017 

為替差損 854 － 

その他 948 1,568 

営業外費用合計 50,916 42,004 

経常損失（△） △29,092 △814,917 

特別利益   

固定資産売却益 1,650 － 

投資有価証券売却益 － 19,397 

特別利益合計 1,650 19,397 

特別損失   

固定資産除却損 2,826 2,480 

減損損失 1,756,434 970,742 

投資有価証券評価損 6,619 4,339 

サーバー不正アクセス対策損失 205,736 － 

事業構造改革費用 － 293,318 

特別損失合計 1,971,618 1,270,880 

税金等調整前当期純損失（△） △1,999,060 △2,066,400 

法人税、住民税及び事業税 132,704 55,275 

法人税等調整額 1,125,731 287,266 

法人税等合計 1,258,436 342,542 

当期純損失（△） △3,257,497 △2,408,942 

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △3,257,497 △2,408,942 
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（連結包括利益計算書） 

  （単位：千円） 

 

 前連結会計年度 

(自 2018年１月１日 

 至 2018年12月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019年１月１日 

 至 2019年12月31日) 

当期純損失（△） △3,257,497 △2,408,942 

包括利益 △3,257,497 △2,408,942 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △3,257,497 △2,408,942 

非支配株主に係る包括利益 － － 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 (中略) 

当連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） 

       （単位：千円） 

 株主資本 
新株予約権 純資産合計 

 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 2,999,443 2,980,000 △2,346,434 △353 3,632,656 16,093 3,648,750 

当期変動額        

新株の発行 70,881 70,881   141,763  141,763 

親会社株主に帰属する

当期純損失（△） 
  △2,408,942  △2,408,942  △2,408,942 

自己株式の取得     －  － 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     － － 

当期変動額合計 70,881 70,881 △2,408,942 － △2,267,179 － △2,267,179 

当期末残高 3,070,325 3,050,882 △4,755,377 △353 1,365,477 16,093 1,381,570 
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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 2018年１月１日 

 至 2018年12月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019年１月１日 

 至 2019年12月31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損失（△） △1,999,060 △2,066,400 

減価償却費 562,600 395,318 

のれん償却額 374,063 341,969 

受取利息及び受取配当金 △40 △71 

支払利息及び社債利息 13,777 16,877 

減損損失 1,756,434 970,742 

固定資産除却損 2,826 2,480 

事業構造改善費用 － 293,318 

サーバー不正アクセス対策損失 205,736 － 

株式交付費 470 240 

投資有価証券評価損益（△は益） 6,619 4,339 

投資有価証券売却損益（△は益） － △19,397 

売上債権の増減額（△は増加） 188,282 250,631 

未収入金の増減額（△は増加） △40,355 7,703 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,473 △56,632 

その他 87,339 △33,887 

小計 1,162,168 107,230 

利息及び配当金の受取額 40 71 

利息の支払額 △13,777 △16,877 

事業構造改革費用の支払額 － △228,337 

サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 △142,729 △32,100 

法人税等の支払額 △50,964 △202,873 

法人税等の還付及び還付加算金の受取額 270,766 42,950 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,225,503 △329,936 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

子会社株式の取得価格修正による収入 － 10,416 

子会社株式の取得による支出 △1,442,000 △284,000 

投資有価証券の取得による支出 △55,000 △8,010 

投資有価証券の売却による収入 － 18,111 

事業譲受による支出 － △2,847 

有形固定資産の取得による支出 △16,682 △24,471 

無形固定資産の取得による支出 △38,975 △495,524 

敷金及び保証金の回収による収入 113,011 904 

敷金及び保証金の差入による支出 △46,383 △15,957 

長期前払費用の取得による支出 △450,979 △77,850 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,937,009 △879,228 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △73,200 70,000 

長期借入れによる収入 － 250,000 

長期借入金の返済による支出 △613,892 △121,806 

社債の発行による収入 2,415,134 976,681 

社債の償還による支出 △322,250 △844,500 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 58,769 21,513 

新株予約権の発行による収入 6,124 － 

その他 △247 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,470,438 351,888 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 758,932 △857,276 

現金及び現金同等物の期首残高 2,292,069 3,051,001 

現金及び現金同等物の期末残高 3,051,001 2,193,725 
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

 (中略) 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

（自 2018年１月１日 

至 2018年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 2019年１月１日 

至 2019年12月31日） 

１株当たり純資産額 431.39円 158.85円 

１株当たり当期純損失（△） △388.69円 △282.83円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 2018年１月１日 

至 2018年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 2019年１月１日 

至 2019年12月31日） 

１株当たり当期純損失   

親会社株主に帰属する当期純損失（△） 

（千円） 
△3,257,497 △2,408,942 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する 

当期純損失（△）（千円） 
△3,257,497 △2,408,942 

普通株式の期中平均株式数（株） 8,380,666 8,517,212 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

ストックオプションとしての 

新株予約権２種類 

（新株予約権の数7,376個） 

ストックオプションとしての 

新株予約権２種類 

（新株予約権の数7,240個） 

 

 

 


