
 

 

                                            

                                 

     

2020年５月25日 

  各  位 

 会 社 名 ネ ッ ト ワ ン シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 

 代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透 

（コード番号：７５１８ 東証第１部） 

 問 合 せ 先      管理本部 広報・IR 室 村 元 裕 二 

（TEL. ０３－６２５６－０６１５） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2020年３月期  決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、2020年４月23日に開示いたしました「2020年３月期  決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部を

訂正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、

訂正後の数値データも送信します。なお訂正箇所には、下線を付して太字で表示しております。 

 

記 

 

１． 訂正の理由 

 2020 年４月 23 日の開示後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正を行うものであり

ます。なお損益への影響はございません。 

 

２． 訂正の内容 

 

 サマリー情報 

 １．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日） 

（訂正前） 

（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 

2020年３月期 136,111 66,674 48.8 783.55 

2019年３月期 118,313 59,614 50.2 702.13  
（参考）自己資本 2020年３月期 66,380 百万円  2019年３月期 59,450百万円 

 

（訂正後） 

（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 

2020年３月期 136,111 66,674 48.8 783.66 

2019年３月期 118,313 59,614 50.2 702.13  
（参考）自己資本 2020年３月期 66,390 百万円  2019年３月期 59,450百万円 

 

 



 

 １．経営成績等の概況 

(2）当期の財政状態の概況 

①資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

（純資産） 

 当連結会計年度末の純資産合計は666 億 74 百万円となり、前連結会計年度末に比べ70 億 59 百万円の増

加（11.8％増）となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益101億24百万円の計上と配当

金の支払い34億82百万円により利益剰余金が66億42百万円増加したことによるものです。 

 

（訂正後） 

（純資産） 

 当連結会計年度末の純資産合計は666 億 74 百万円となり、前連結会計年度末に比べ70 億 59 百万円の増

加（11.8％増）となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益101億24百万円の計上と配当

金の支払い34億72百万円により利益剰余金が66億52百万円増加したことによるものです。 

  



 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（訂正前） 

（１）連結貸借対照表 

 (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 

当連結会計年度 

(2020年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,279 12,279 

資本剰余金 19,475 19,503 

利益剰余金 28,676 35,319 

自己株式 △1,044 △1,007 

株主資本合計 59,387 66,094 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1 － 

繰延ヘッジ損益 61 293 

為替換算調整勘定 － △7 

その他の包括利益累計額合計 62 286 

新株予約権 163 180 

非支配株主持分 － 112 

純資産合計 59,614 66,674 

負債純資産合計 118,313 136,111 

 

（訂正後） 

（１）連結貸借対照表 

 (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(2019年３月31日) 

当連結会計年度 

(2020年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,279 12,279 

資本剰余金 19,475 19,503 

利益剰余金 28,676 35,328 

自己株式 △1,044 △1,007 

株主資本合計 59,387 66,104 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1 － 

繰延ヘッジ損益 61 293 

為替換算調整勘定 － △7 

その他の包括利益累計額合計 62 286 

新株予約権 163 180 

非支配株主持分 － 103 

純資産合計 59,614 66,674 

負債純資産合計 118,313 136,111 

 

 

 



 

（３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

(単位：百万円)

 株主資本 

 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 12,279 19,475 28,676 △1,044 59,387 

当期変動額      

剰余金の配当   △3,482  △3,482 

親会社株主に帰属する当期純利

益 
  10,124  10,124 

自己株式の取得    △0 △0 

自己株式の処分  27  37 64 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
     

当期変動額合計 － 27 6,642 37 6,707 

当期末残高 12,279 19,503 35,319 △1,007 66,094 

 
 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配株主 

持分 
純資産合計 

 
その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 1 61 － 62 163 － 59,614 

当期変動額        

剰余金の配当       △3,482 

親会社株主に帰属する当期純利

益 
      10,124 

自己株式の取得       △0 

自己株式の処分       64 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
△1 232 △7 223 16 112 352 

当期変動額合計 △1 232 △7 223 16 112 7,059 

当期末残高 － 293 △7 286 180 112 66,674 

 

  



 

（訂正後） 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

(単位：百万円)

 株主資本 

 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 12,279 19,475 28,676 △1,044 59,387 

当期変動額      

剰余金の配当   △3,472  △3,472 

親会社株主に帰属する当期純利

益 
  10,124  10,124 

自己株式の取得    △0 △0 

自己株式の処分  27  37 64 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
     

当期変動額合計 － 27 6,652 37 6,716 

当期末残高 12,279 19,503 35,328 △1,007 66,104 

 
 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配株主 

持分 
純資産合計 

 
その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

その他の包括利益

累計額合計 

当期首残高 1 61 － 62 163 － 59,614 

当期変動額        

剰余金の配当       △3,472 

親会社株主に帰属する当期純利

益 
      10,124 

自己株式の取得       △0 

自己株式の処分       64 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
△1 232 △7 223 16 103 343 

当期変動額合計 △1 232 △7 223 16 103 7,059 

当期末残高 － 293 △7 286 180 103 66,674 

 

  



 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（訂正前） 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

（自  2018年４月１日 

至  2019年３月31日） 

当連結会計年度 

（自  2019年４月１日 

至  2020年３月31日） 

１株当たり純資産額 702.13円 783.55円 

１株当たり当期純利益 51.07円 119.52円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 50.94円 119.25円 

 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（2019年３月31日） 

当連結会計年度 

（2020年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円） 59,614 66,674 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
163 293 

（うち新株予約権（百万円）） （163） （180） 

（うち非支配株主持分（百万円）） （－） （112） 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 59,450 66,380 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株） 
84,671,304 84,718,164 

 

（訂正後） 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

（自  2018年４月１日 

至  2019年３月31日） 

当連結会計年度 

（自  2019年４月１日 

至  2020年３月31日） 

１株当たり純資産額 702.13円 783.66円 

１株当たり当期純利益 51.07円 119.52円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 50.94円 119.25円 

 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（2019年３月31日） 

当連結会計年度 

（2020年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円） 59,614 66,674 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
163 283 

（うち新株予約権（百万円）） （163） （180） 

（うち非支配株主持分（百万円）） （－） （103） 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 59,450 66,390 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（株） 
84,671,304 84,718,164 

 

 

                                          以上 


