
 

 

 

 

 

2021年６月 18日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 海 帆 

代表者名 代表取締役 國松 晃 

（コード番号：3133 東証マザーズ） 

問合せ先 執行役員管理本部長 水谷 準一 

（TEL．052-586-2666） 

 

（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 

一部訂正に関するお知らせ 
 

2021年５月14日に発表しました「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」について、一部

訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせします。また、数値データ（XBRL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、訂正箇所は＿（下線）を付して表示しており、訂正のない箇所は記載を省略しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

2021 年５月 14 日の発表後、有価証券報告書の作成過程において、行使された新株予約権のうち、

2021 年３月 31 日までに払込は行われましたが、行使請求受付がされていないものが発見されたこと

により、一部訂正すべき事項が判明いたしましたので、2021 年３月期決算短信を訂正させていただく

ものであります。 

 

２．訂正の内容 

○サマリー情報 １ページ 

 

１．2021年３月期の業績（2020年４月１日～2021年３月31日） 

（１）経営成績 

（訂正前） 
（％表示は対前期増減率） 

 

 
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 △183.48 － － △79.9 △108.4 

2020年３月期 △192.51 － － △27.6 △11.7 
 

 

（訂正後） 

 
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 △184.71 － － △79.9 △108.4 

2020年３月期 △192.51 － － △27.6 △11.7 

 



 

 

（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 724 △646 △90.5 △50.85 

2020年３月期 1,255 △314 △25.1 △80.95 
 
（参考）自己資本 2021年３月期 △655 百万円 2020年３月期 △315 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 724 △646 △90.8 △56.30 

2020年３月期 1,255 △314 △25.1 △80.95 

（参考）自己資本 2021年３月期 △657 百万円 2020年３月期 △315 百万円 

 

 

○サマリー情報 ３ページ 

※  注記事項 

（２）発行済株式数（普通株式） 

 

（訂正前） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期 12,888,900 株 2020年３月期 3,888,900 株 

②  期末自己株式数 2021年３月期 － 株 2020年３月期 － 株 

③  期中平均株式数 2021年３月期 5,811,976 株 2020年３月期 3,613,362 株 

 

 

（訂正後） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期 12,388,900 株 2020年３月期 3,888,900 株 

②  期末自己株式数 2021年３月期 － 株 2020年３月期 － 株 

③  期中平均株式数 2021年３月期 5,773,515 株 2020年３月期 3,613,362 株 

 

 

○添付資料５ページ 

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） 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ331百万円減少し△646百万円の債務超過となりました。これは、

第三者割当増資の実施及び新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ363百万円ずつ増加した一方、

利益剰余金が1,066百万円減少したことによります。 

この結果、自己資本比率は△90.5％(前事業年度末は△25.1％)となりました。 

 

（訂正後） 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ331百万円減少し△646百万円の債務超過となりました。これは、

第三者割当増資の実施及び新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ342百万円ずつ増加した一方、

利益剰余金が1,066百万円減少したことによります。 

この結果、自己資本比率は△90.8％(前事業年度末は△25.1％)となりました。 

 

 

○添付資料６ページ 

１．経営成績等の概況 



 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

（訂正前） 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、得られた資金は628百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入が600百万円、

新株予約権の行使による株式の発行による収入が120百万円、長期借入金の返済による支出が111百万円あったこ

と等によるものであります。 

 

（訂正後） 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、得られた資金は628百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入が600百万円、

新株予約権の行使による株式の発行による収入が80百万円、長期借入金の返済による支出が111百万円あったこと

等によるものであります。 

 

 

○添付資料８ページ 

３．財務諸表及び主な注記 

（１）貸借対照表 純資産の部 

（訂正前） 

 （単位：千円） 

 
当事業年度 

(2021年３月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 657,069 

資本剰余金  

資本準備金 643,757 

資本剰余金合計 643,757 

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 △1,956,290 

利益剰余金合計 △1,956,290 

株主資本合計 △655,463 

新株予約権 9,000 

純資産合計 △646,463 

 

（訂正後） 

 （単位：千円） 

 
当事業年度 

(2021年３月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 636,069 

新株式申込証拠金 40,000 

資本剰余金  

資本準備金 622,757 

資本剰余金合計 622,757 

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 △1,956,290 

利益剰余金合計 △1,956,290 

株主資本合計 △657,463 

新株予約権 11,000 

純資産合計 △646,463 
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（３）株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

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 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 294,069 280,757 280,757 △889,891 △889,891 △315,064 

当期変動額       

新株の発行 300,000 300,000 300,000   600,000 

新株の発行（新株予約権の行使） 63,000 63,000 63,000   126,000 

当期純損失（△）    △1,066,398 △1,066,398 △1,066,398 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）       

当期変動額合計 363,000 363,000 363,000 △1,066,398 △1,066,398 △340,398 

当期末残高 657,069 643,757 643,757 △1,956,290 △1,956,290 △655,463 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
（訂正後） 

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 
新株式申込

証拠金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計  
資本準備金 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 294,069 － 280,757 280,757 △889,891 △889,891 △315,064 

当期変動額        

新株の発行 300,000  300,000 300,000   600,000 

新株の発行（新株予約権の行使） 42,000  42,000 42,000   84,000 

新株式申込証拠金の払込  40,000     40,000 

当期純損失（△）     △1,066,398 △1,066,398 △1,066,398 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）        

当期変動額合計 342,000 40,000 342,000 342,000 △1,066,398 △1,066,398 △342,398 

当期末残高 636,069 40,000 622,757 622,757 △1,956,290 △1,956,290 △657,463 

 

 新株予約権 純資産合計 

 新株予約権 純資産合計 

当期首残高 273 △314,791 

当期変動額   

新株の発行  600,000 

新株の発行（新株予約権の行使）  126,000 

当期純損失（△）  △1,066,398 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,727 8,727 

当期変動額合計 8,727 △331,671 

当期末残高 9,000 △646,463 



 

当期首残高 273 △314,791 

当期変動額   

新株の発行  600,000 

新株の発行（新株予約権の行使）  84,000 

新株式申込証拠金の払込  40,000 

当期純損失（△）  △1,066,398 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,727 10,727 

当期変動額合計 10,727 △331,671 

当期末残高 11,000 △646,463 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

（訂正前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訂正後） 

 （単位：千円） 

 

 当事業年度 

(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

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） 1,800 

長期借入れによる収入 56,755 

長期借入金の返済による支出 △111,187 

社債の償還による支出 △9,000 

株式の発行による収入 600,000 

新株予約権の発行による収入 15,000 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 80,000 

配当金の支払額 △4 

リース債務の返済による支出 △44,514 

その他 39,986 

財務活動によるキャッシュ・フロー 628,834 

 

 

          

 （単位：千円） 

 

 当事業年度 

(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

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） 1,800 

長期借入れによる収入 56,755 

長期借入金の返済による支出 △111,187 

社債の償還による支出 △9,000 

株式の発行による収入 600,000 

新株予約権の発行による収入 15,000 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 120,000 

配当金の支払額 △4 

リース債務の返済による支出 △44,514 

その他 △14 

財務活動によるキャッシュ・フロー 628,834 
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（１株当たり情報） 

（訂正前） 

 

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 △80円95銭 △50円85銭 

１株当たり当期純損失（△） △192円51銭 △183円48銭 

 

（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。 

 

 
前事業年度 

（2020年３月31日） 

当事業年度 

（2021年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） △314,791 △646,463 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 273 9,000 

（うち新株予約権（千円）） （273） （9,000） 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） △315,064 △655,463 

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） 
3,888,900 12,888,900 

 

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株当たり当期純損失（△）   

当期純損失（△）（千円） △695,604 △1,066,398 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △695,604 △1,066,398 

普通株式の期中平均株式数（株） 3,613,362 5,811,976 

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 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 546個 

（普通株式109,200株）） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 2,250個 

（普通株式2,250,000株）） 

 

 

（訂正後） 

 

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 △80円95銭 △56円30銭 

１株当たり当期純損失（△） △192円51銭 △184円71銭 

 

（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。 

 



 

 
前事業年度 

（2020年３月31日） 

当事業年度 

（2021年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） △314,791 △646,463 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 273 51,000 

（うち新株式申込証拠金（千円）） （－） （40,000） 

（うち新株予約権（千円）） （273） （11,000） 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） △315,064 △697,463 

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） 
3,888,900 12,388,900 

 

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。 

 

 

 

 

 

以上 

 

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株当たり当期純損失（△）   

当期純損失（△）（千円） △695,604 △1,066,398 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △695,604 △1,066,398 

普通株式の期中平均株式数（株） 3,613,362 5,773,515 

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 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 546個 

（普通株式109,200株）） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 2,750個 

（普通株式2,750,000株）） 


