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各  位 

会 社 名  株式会社Ｅストアー 

代 表 者  代表取締役 石村 賢一 

コード番号  4304：東証 JASDAQ 

問い合せ先  執行役員 経営管理本部長 森 淳 

ＴＥＬ     03-3595-1106 

 

 

（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 
2020 年５月 15 日に発表いたしました「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部訂

正がありましたので、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いたします。 

なお、訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。 

 

記 

１  訂正の理由 

「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、連結包括利益計算書及び連結キャッシュ・

フロー計算書の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。 

 

２  訂正箇所 

●サマリー情報１ページ 

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

(1) 連結経営成績 

【訂正前】(注)包括利益 2020 年３月期 367 百万円（△10.5％） 2019 年３月期 410 百万円（―％） 

【訂正後】(注)包括利益 2020 年３月期 366 百万円（△10.8％） 2019 年３月期 410 百万円（―％） 

 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

  
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 

2020 年３月期 621 △1,193 884 3,288 

2019 年３月期 △26 △349 513 2,976 

 

 

【訂正後】 

  
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 

2020 年３月期 596 △1,168 884 3,288 

2019 年３月期 △26 △349 513 2,976 

 

  

2020 年６月８日 
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●添付資料 11 ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

(連結包括利益計算書) 

【訂正前】 

  (単位：千円) 

 

 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) 

当期純利益 409,852 367,794 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 594 △283 

その他の包括利益合計 594 △283 

包括利益 410,446 367,511 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 410,446 367,511 

非支配株主に係る包括利益 － － 

 

 

【訂正後】 

  (単位：千円) 

 

 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) 

当期純利益 409,852 367,794 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 594 △1,779 

その他の包括利益合計 594 △1,779 

包括利益 410,446 366,015 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 410,446 366,015 

非支配株主に係る包括利益 － － 
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●添付資料14ページ (4)連結キャッシュ・フロー計算書 【訂正前】 

  (単位：千円) 

 

 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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 582,548 526,561 

のれん償却額 1,463 2,194 

減価償却費 81,696 85,472 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,025 △687 

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,436 － 

受取利息及び受取配当金 △54 △170 

社債発行費 14,168 - 

支払利息 － △1,082 

為替差損益（△は益） 496 536 

自己株式取得費用 1,620 － 

未払配当金除斥益 △235 △348 

投資有価証券売却損益（△は益） △50,013 － 

暗号資産評価損益（△は益） 4,984 △3,588 

持分法による投資損益（△は益） △37,851 △41,008 

売上債権の増減額（△は増加） 19,566 △17,232 

仕入債務の増減額（△は減少） △14,432 17,954 

未払金の増減額（△は減少） △6,603 18,338 

預り金の増減額（△は減少） △249,331 247,806 

その他の資産の増減額（△は増加） △101,663 △44,215 

その他の負債の増減額（△は減少） △38,666 △16,340 

小計 148,280 774,190 

利息及び配当金の受取額 54 170 

利息の支払額 － 1,082 

法人税等の支払額 △175,101 △153,961 

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,766 621,482 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付けによる支出 △5,000 － 

貸付金の回収による収入 5,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △59,397 △52,952 

無形固定資産の取得による支出 △6,531 △20,967 

投資有価証券の取得による支出 △100,000 △31,314 

投資有価証券の売却による収入 50,025 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－ △1,228,429 

敷金の差入による支出 △359 △97,984 

敷金の回収による収入 21,650 － 

事業譲受による支出 △17,000 － 

出資金の払込による支出 △238,179 － 

出資金の回収による収入 － 238,179 

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,792 △1,193,470 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権付社債の発行による収入 985,431 － 

短期借入金の純増減額（△は減少） － 30,000 

長期借入れによる収入 － 996,428 

1年内返済予定の長期借入金の返済による支出 － △3,572 

リース債務の返済による支出 △1,153 △583 

自己株式の取得による支出 △325,912 △282 

配当金の支払額 △144,237 △137,705 

その他 △699 699 

財務活動によるキャッシュ・フロー 513,428 884,982 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △496 △536 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,373 312,458 

現金及び現金同等物の期首残高 2,840,120 2,976,494 

現金及び現金同等物の期末残高 2,976,494 3,288,953 



－ 4 － 

【訂正後】 

  (単位：千円) 

 

 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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 582,548 526,561 

のれん償却額 1,463 2,194 

減価償却費 81,696 64,513 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,025 △687 

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,436 － 

受取利息及び受取配当金 △54 △170 

社債発行費 14,168 - 

支払利息 － 1,082 

為替差損益（△は益） 496 536 

自己株式取得費用 1,620 － 

未払配当金除斥益 △235 △348 

投資有価証券売却損益（△は益） △50,013 － 

暗号資産評価損益（△は益） 4,984 △3,588 

持分法による投資損益（△は益） △37,851 △41,008 

売上債権の増減額（△は増加） 19,566 △17,232 

仕入債務の増減額（△は減少） △14,432 17,954 

未払金の増減額（△は減少） △6,603 18,338 

預り金の増減額（△は減少） △249,331 247,806 

その他の資産の増減額（△は増加） △101,663 △48,515 

その他の負債の増減額（△は減少） △38,666 △28,189 

小計 148,280 739,247 

利息及び配当金の受取額 54 170 

利息の支払額 － △1,082 

法人税等の支払額 △175,101 △142,112 

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,766 596,223 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付けによる支出 △5,000 － 

貸付金の回収による収入 5,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △59,397 △48,162 

無形固定資産の取得による支出 △6,531 △4,709 

投資有価証券の取得による支出 △100,000 △31,314 

投資有価証券の売却による収入 50,025 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－ △1,228,429 

敷金の差入による支出 △359 △97,984 

敷金の回収による収入 21,650 － 

事業譲受による支出 △17,000 － 

出資金の払込による支出 △238,179 － 

出資金の回収による収入 － 242,478 

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,792 △1,168,122 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権付社債の発行による収入 985,431 － 

短期借入金の純増減額（△は減少） － 30,000 

長期借入れによる収入 － 1,000,000 

1年内返済予定の長期借入金の返済による支出 － △7,144 

リース債務の返済による支出 △1,153 △672 

自己株式の取得による支出 △325,912 △282 

配当金の支払額 △144,237 △137,705 

その他 △699 494 

財務活動によるキャッシュ・フロー 513,428 884,689 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △496 △536 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,373 312,254 

現金及び現金同等物の期首残高 2,840,120 2,976,494 

現金及び現金同等物の期末残高 2,976,494 3,288,749 

以 上 


