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各 位 

会 社 名 株 式 会 社 フ ル ッ タ フ ル ッ タ 

代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 長 澤  誠 

（コード番号：2586 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役執行役員 德   島   一  孝 

 TEL. 03-6272-3190 

 

（訂正・数値データ訂正）「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 

 

2021年５月 14日付で開示いたしました「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」について、下記のとおり訂

正いたします。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。 

 

記 

 

１．訂正理由 

 2021 年５月 14 日に開示いたしました、「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の記載数値につきまし

て軽微でありますが、訂正するものであります。 

訂正事項は、主に投資有価証券の時価評価額の計上相違によるものであります。 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所については、 下線を付しております。 

<サマリー情報 １ページ> 

 （百万円未満切捨て） 

１．2021年３月期の業績（2020年４月１日～2021年３月31日） 

【訂正前】  

（１）経営成績 （％表示は対前期増減率）  
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2021年３月期 847 △9.7 △249 － △277 － △287 － 

2020年３月期 938 △23.2 △406 － △443 － △440 － 

 

 
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 ％ ％ ％ 

2021年３月期 △29.35 － △40.5 △16.4 △29.4 

2020年３月期 △129.71 － － △38.5 △43.3  
 

【訂正後】  

（１）経営成績 （％表示は対前期増減率）  
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2021年３月期 847 △9.7 △249 － △277 － △287 － 

2020年３月期 938 △23.2 △406 － △443 － △440 － 

 

 
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 ％ ％ ％ 

2021年３月期 △29.35 － △40.5 △16.5 △29.4 

2020年３月期 △129.71 － － △38.5 △43.3 

 

（２）財政状態 

 【訂正前】 

 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 

2021年３月期 2,071 1,200 57.7 81.20 

2020年３月期 1,300 225 17.3 49.88  
（参考）自己資本 2021年３月期 1,194 百万円  2020年３月期 224 百万円 

 

 



 【訂正後】 

 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 

2021年３月期 2,069 1,199 57.7 96.52 

2020年３月期 1,300 225 17.3 49.88  
（参考）自己資本 2021年３月期 1,193 百万円  2020年３月期 224 百万円 

 

 

<添付資料 ３ページ> 

１．経営成績等の概況 

【訂正前】 

 (略) 

（２）当期の財政状態の概況 

（資産） 

当事業年度末における総資産の残高は、前事業年度末より770百万円増加して、2,071百万円となりました。 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、490百万円増加して、1,107百万円となりました。この主な要因は、原

材料及び貯蔵品が120百万円減少した一方で、現金及び預金が572百万円、商品及び製品が25百万円増加したこと等

によるものであります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、279百万円増加して、963百万円となりました。この主な要因は、投資

有価証券の評価額が276百万円増加したこと等によるものです。 

（負債） 

当事業年度末における負債の残高は、前事業年度末より204百万円減少して、870百万円となりました。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は、388百万円減少して、682百万円となりました。この主な要因は、1年

以内返済予定の長期借入金が267百万円及び短期借入金が88百万円の減少したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は、183百万円増加して、187百万円となりました。この主な要因は、長期

借入金が100百万円及び繰延税金負債が84百万円増加した等によるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末より974百万円増加して、1,200百万円となりました。 

この主な要因は、当期純損失287百万円を計上したものの、第７回及び10回新株予約権行使により1,060百万

円、資本金及び資本剰余金がそれぞれ530百万円増加したこと等によるものであります。 

 

【訂正後】 

 (略) 

（２）当期の財政状態の概況 

（資産） 

当事業年度末における総資産の残高は、前事業年度末より768百万円増加して、2,069百万円となりました。 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、490百万円増加して、1,107百万円となりました。この主な要因は、原

材料及び貯蔵品が120百万円減少した一方で、現金及び預金が572百万円、商品及び製品が25百万円増加したこと等

によるものであります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、277百万円増加して、961百万円となりました。この主な要因は、投資

有価証券の評価額が274百万円増加したこと等によるものです。 

（負債） 

当事業年度末における負債の残高は、前事業年度末より205百万円減少して、869百万円となりました。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は、388百万円減少して、682百万円となりました。この主な要因は、1年

以内返済予定の長期借入金が267百万円及び短期借入金が88百万円の減少したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は、183百万円増加して、187百万円となりました。この主な要因は、長期



借入金が100百万円及び繰延税金負債が83百万円増加した等によるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末より973百万円増加して、1,199百万円となりました。 

この主な要因は、当期純損失287百万円を計上したものの、第７回及び10回新株予約権行使により1,060百万円、資本金

及び資本剰余金がそれぞれ530百万円増加したこと等によるものであります。 

 

<添付資料 ５ページ> 

３．財務諸表及び主な注記 

（１）貸借対照表 

【訂正前】 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2020年３月31日) 

当事業年度 

(2021年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 141,089 713,627 

売掛金 93,908 98,810 

商品及び製品 83,072 108,139 

原材料及び貯蔵品 282,282 161,787 

前渡金 861 333 

前払費用 6,151 6,178 

その他 9,748 19,024 

流動資産合計 617,115 1,107,900 

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,250 11,711 

機械及び装置 54,048 6,660 

工具、器具及び備品 14,246 13,476 

減価償却累計額 △85,544 △31,848 

有形固定資産合計 － － 

投資その他の資産   

投資有価証券 624,876 901,809 

出資金 500 500 

その他 58,437 60,945 

投資その他の資産合計 683,813 963,255 

固定資産合計 683,813 963,255 

資産合計 1,300,929 2,071,155 

 

【訂正後】 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2020年３月31日) 

当事業年度 

(2021年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 141,089 713,627 

売掛金 93,908 98,810 

商品及び製品 83,072 108,139 

原材料及び貯蔵品 282,282 161,787 

前渡金 861 333 

前払費用 6,151 6,178 

その他 9,748 19,024 

流動資産合計 617,115 1,107,900 

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,250 11,711 

機械及び装置 54,048 6,660 

工具、器具及び備品 14,246 13,476 



減価償却累計額 △85,544 △31,848 

有形固定資産合計 － － 

投資その他の資産   

投資有価証券 624,876 899,822 

出資金 500 500 

その他 58,437 60,945 

投資その他の資産合計 683,813 961,267 

固定資産合計 683,813 961,267 

資産合計 1,300,929 2,069,168 

 

<添付資料 ６ページ> 

 【訂正前】 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2020年３月31日) 

当事業年度 

(2021年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 79,742 62,183 

短期借入金 227,970 139,532 

１年内返済予定の長期借入金 690,428 422,582 

リース債務 6,163 － 

未払金 42,024 27,873 

未払費用 4,797 4,041 

未払法人税等 17,191 24,259 

前受金 － 235 

預り金 2,590 1,769 

その他 114 71 

流動負債合計 1,071,022 682,548 

固定負債   

長期借入金 － 100,000 

繰延税金負債 － 84,188 

資産除去債務 3,936 3,728 

固定負債合計 3,936 187,917 

負債合計 1,074,959 870,465 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,431,416 582,221 

資本剰余金   

資本準備金 1,395,139 582,221 

その他資本剰余金 74,761 126,957 

資本剰余金合計 1,469,901 709,178 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,674,361 △287,197 

利益剰余金合計 △2,674,361 △287,197 

株主資本合計 226,957 1,004,202 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,987 190,757 

評価・換算差額等合計 △1,987 190,757 

新株予約権 1,000 5,730 

純資産合計 225,970 1,200,690 

負債純資産合計 1,300,929 2,071,155 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2020年３月31日) 

当事業年度 

(2021年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 79,742 62,183 

短期借入金 227,970 139,532 

１年内返済予定の長期借入金 690,428 422,582 

リース債務 6,163 － 

未払金 42,024 27,873 

未払費用 4,797 4,041 

未払法人税等 17,191 24,259 

前受金 － 235 

預り金 2,590 1,769 

その他 114 71 

流動負債合計 1,071,022 682,548 

固定負債   

長期借入金 － 100,000 

繰延税金負債 － 83579 

資産除去債務 3,936 3,728 

固定負債合計 3,936 187,308 

負債合計 1,074,959 869,857 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,431,416 582,221 

資本剰余金   

資本準備金 1,395,139 582,221 

その他資本剰余金 74,761 126,957 

資本剰余金合計 1,469,901 709,178 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,674,361 △287,197 

利益剰余金合計 △2,674,361 △287,197 

株主資本合計 226,957 1,004,202 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,987 189,378 

評価・換算差額等合計 △1,987 189,378 

新株予約権 1,000 5,730 

純資産合計 225,970 1,199,311 

負債純資産合計 1,300,929 2,069,168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<添付資料 ９ページ> 

（３）株主資本等変動計算書 

 【訂正前】 

前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

(略) 

当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

      （単位：千円） 

 株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合

計 
 

資本準備金 
その他資本

剰余金 
資本剰余金

合計 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 1,431,416 1,395,139 74,761 1,469,901 △2,674,361 △2,674,361 226,957 

当期変動額        

新株の発行        

新株予約権の行使 532,221 532,221  532,221   1,064,443 

減資 △1,381,416 △1,345,139 52,195 △1,292,944 2,674,361 2,674,361  

当期純損失（△）     △287,197 △287,197 △287,197 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
       

当期変動額合計 △849,194 △812,918 52,195 △760,723 2,387,163 2,387,163 777,245 

当期末残高 582,221 582,221 126,957 709,178 △287,197 △287,197 1,004,202 

 

     

 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
 

その他有価証

券評価差額金 
評価・換算差

額等合計 

当期首残高 △1,987 △1,987 1,000 225,970 

当期変動額     

新株の発行     

新株予約権の行使   △4,355 1,060,087 

減資     

当期純損失（△）    △287,197 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
192,744 192,744 9,085 201,829 

当期変動額合計 192,744 192,744 4,729 974,719 

当期末残高 190,757 190,757 5,730 1,200,690 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

(略) 

当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

      （単位：千円） 

 株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合

計 
 

資本準備金 
その他資本

剰余金 
資本剰余金

合計 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 1,431,416 1,395,139 74,761 1,469,901 △2,674,361 △2,674,361 226,957 

当期変動額        

新株の発行        

新株予約権の行使 532,221 532,221  532,221   1,064,443 

減資 △1,381,416 △1,345,139 52,195 △1,292,944 2,674,361 2,674,361  

当期純損失（△）     △287,197 △287,197 △287,197 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
       

当期変動額合計 △849,194 △812,918 52,195 △760,723 2,387,163 2,387,163 777,245 

当期末残高 582,221 582,221 126,957 709,178 △287,197 △287,197 1,004,202 

 

     

 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
 

その他有価証

券評価差額金 
評価・換算差

額等合計 

当期首残高 △1,987 △1,987 1,000 225,970 

当期変動額     

新株の発行     

新株予約権の行使   △4,355 1,060,087 

減資     

当期純損失（△）    △287,197 

株主資本以外の項目の当期変動

額（純額） 
191,365 191,365 9,085 200,451 

当期変動額合計 191,365 191,365 4,729 973,341 

当期末残高 189,378 189,378 5,730 1,199,311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）財務諸表に関する注記事項 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

（自 2019年４月１日 

至 2020年３月31日） 

当事業年度 

（自 2020年４月１日 

至 2021年３月31日） 

１株当たり純資産額 49.88円 81.20円 

１株当たり当期純損失金額(△) △129.71円 △29.35円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － － 

 

【訂正後】 

（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

（自 2019年４月１日 

至 2020年３月31日） 

当事業年度 

（自 2020年４月１日 

至 2021年３月31日） 

１株当たり純資産額 49.88円 96.52円 

１株当たり当期純損失金額(△) △129.71円 △29.35円 

 

 

以上 


