
 

 
 

 

 

2021 年６月 25 日 

各  位 

会 社 名 株式会社リミックスポイント 

代表者名 代表取締役社長 CEO 小田 玄紀 

 （コード番号：3825） 

問合せ先 取締役経営管理部長 高橋 由彦 

   （TEL：03-6303-0280） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2021 年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の 
一部訂正に関するお知らせ 

 

 

当社は、2021 年５月 14 日に公表いたしました「2021 年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に

訂正すべき事項がありましたので、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につきましても送信いたします。 

 

 

記 

 

１．訂正の理由及び内容 

「2021 年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」公表後の有価証券報告書作成過程におきまして、連結貸

借対照表の当連結会計年度の表示に一部誤りがあることが判明したため、「2021 年３月期決算短信〔日本

基準〕（連結）」のサマリー情報及び添付資料を訂正するものであります。なお、本訂正による連結経営成

績への影響はございません。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所は＿＿を付して表示しております。 

 

＜サマリー情報＞ 

１．2021 年３月期の連結業績（2020 年４月１日～2021 年３月 31 日） 

（１）連結経営成績 

 

【訂正前】 

 
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 △36.86 ― △73.3 △9.5 △21.9 

2020年３月期 △88.66 ― △85.9 △6.8 △10.7 

(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 ― 百万円  2020年３月期 ― 百万円 
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【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 △36.86 ― △73.3 △9.4 △21.9 

2020年３月期 △88.66 ― △85.9 △6.8 △10.7 

(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 ― 百万円  2020年３月期 ― 百万円 

 

（２）連結財政状態 

 

【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 46,697 4,322 9.2 43.76 

2020年３月期 14,259 3,870 26.8 62.86 

(参考) 自己資本 2021年３月期 4,296 百万円  2020年３月期 3,825 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 47,556 4,322 9.0 43.76 

2020年３月期 14,259 3,870 26.8 62.86 

(参考) 自己資本 2021年３月期 4,296 百万円  2020年３月期 3,825 百万円 

 

 

＜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 

 

【訂正前】 

(流動資産) 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、45,184 百万円となり、前連結会計年度末(12,739 百万円)

に比べ、32,445 百万円増加となりました。主な要因は、利用者暗号資産 24,558 百万円、預託金 3,890 百

万円、自己保有暗号資産 2,743 百万円、売掛金 571 百万円の増加等によるものです。 

 

（省略） 

(流動負債) 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、42,375 百万円となり、前連結会計年度末(10,388 百万円)

に比べ、31,987 百万円増加となりました。主な要因は、預り暗号資産 24,558 百万円、買掛金 2,772 百万

円、預り金 2,357 百万円、借入暗号資産 1,274 百万円の増加等によるものです。 

 

【訂正後】 

(流動資産) 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、46,043 百万円となり、前連結会計年度末(12,739 百万円)

に比べ、33,304 百万円増加となりました。主な要因は、利用者暗号資産 25,417 百万円、預託金 3,890 百

万円、自己保有暗号資産 2,743 百万円、売掛金 571 百万円の増加等によるものです。 

 

（省略） 
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(流動負債) 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、43,233 百万円となり、前連結会計年度末(10,388 百万円)

に比べ、32,845 百万円増加となりました。主な要因は、預り暗号資産 25,417 百万円、買掛金 2,772 百万

円、預り金 2,357 百万円、借入暗号資産 1,274 百万円の増加等によるものです。 

 

 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 

【訂正前】 

（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 3,075 百万円(前期は 3,752 百万円の支出)となりました。これは主に利用

者暗号資産の増加 24,558 百万円、預り暗号資産の増加 24,558 百万円、預託金の増加 3,890 百万円、税金

等調整前当期純損失 2,962 百万円、仕入債務の増加 2,772 百万円、自己保有暗号資産の増加 2,743 百万円

などによるものです。 

 

【訂正後】 

（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 3,075 百万円(前期は 3,752 百万円の支出)となりました。これは主に利用

者暗号資産の増加 25,417 百万円、預り暗号資産の増加 25,417 百万円、預託金の増加 3,890 百万円、税金

等調整前当期純損失 2,962 百万円、仕入債務の増加 2,772 百万円、自己保有暗号資産の増加 2,743 百万円

などによるものです。 

 

 

＜添付資料 ９ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

 

【訂正前】 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(2021年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,777 2,895 

  売掛金 944 1,516 

  商品 341 264 

  仕掛販売用不動産 116 ― 

  利用者暗号資産 7,306 31,865 

  自己保有暗号資産 432 3,176 

  差入保証暗号資産 169 312 

  預託金 ― 3,890 

  差入保証金 282 743 

  その他 403 558 

  貸倒引当金 △35 △37 

  流動資産合計 12,739 45,184 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 54 17 

    減価償却累計額 △8 △12 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(2021年３月31日) 

    建物及び構築物（純額） 45 5 

   車両運搬具及び工具器具備品 62 73 

    減価償却累計額 △34 △49 

    車両運搬具及び工具器具備品（純額） 27 23 

   リース資産 3 3 

    減価償却累計額 △2 △3 

    リース資産（純額） 0 0 

   有形固定資産合計 74 28 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 545 615 

   ソフトウエア仮勘定 181 74 

   無形固定資産合計 726 689 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 161 156 

   敷金及び保証金 355 464 

   固定化債権 86 2 

   その他 201 193 

   貸倒引当金 △86 △20 

   投資その他の資産合計 719 794 

  固定資産合計 1,519 1,513 

 資産合計 14,259 46,697 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 268 3,041 

  未払金 435 1,287 

  預り金 1,386 3,744 

  預り暗号資産 7,306 31,865 

  受入保証金 276 371 

  未払法人税等 50 81 

  借入暗号資産 569 1,844 

  関係会社事業損失引当金 11 2 

  賞与引当金 ― 4 

  その他 80 132 

  流動負債合計 10,388 42,375 

 負債合計 10,388 42,375 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,085 5,808 

  資本剰余金 4,107 5,830 

  利益剰余金 △4,349 △7,324 

  自己株式 △18 △18 

  株主資本合計 3,825 4,296 

 新株予約権 45 26 

 純資産合計 3,870 4,322 

負債純資産合計 14,259 46,697 
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【訂正後】 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(2021年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,777 2,895 

  売掛金 944 1,516 

  商品 341 264 

  仕掛販売用不動産 116 ― 

  利用者暗号資産 7,306 32,724 

  自己保有暗号資産 432 3,176 

  差入保証暗号資産 169 312 

  預託金 ― 3,890 

  差入保証金 282 743 

  その他 403 558 

  貸倒引当金 △35 △37 

  流動資産合計 12,739 46,043 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 54 17 

    減価償却累計額 △8 △12 

    建物及び構築物（純額） 45 5 

   車両運搬具及び工具器具備品 62 73 

    減価償却累計額 △34 △49 

    車両運搬具及び工具器具備品（純額） 27 23 

   リース資産 3 3 

    減価償却累計額 △2 △3 

    リース資産（純額） 0 0 

   有形固定資産合計 74 28 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 545 615 

   ソフトウエア仮勘定 181 74 

   無形固定資産合計 726 689 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 161 156 

   敷金及び保証金 355 464 

   固定化債権 86 2 

   その他 201 193 

   貸倒引当金 △86 △20 

   投資その他の資産合計 719 794 

  固定資産合計 1,519 1,513 

 資産合計 14,259 47,556 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 268 3,041 

  未払金 435 1,287 

  預り金 1,386 3,744 

  預り暗号資産 7,306 32,724 

  受入保証金 276 371 

  未払法人税等 50 81 

  借入暗号資産 569 1,844 

  関係会社事業損失引当金 11 2 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

  賞与引当金 ― 4 

  その他 80 132 

  流動負債合計 10,388 43,233 

 負債合計 10,388 43,233 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,085 5,808 

  資本剰余金 4,107 5,830 

  利益剰余金 △4,349 △7,324 

  自己株式 △18 △18 

  株主資本合計 3,825 4,296 

 新株予約権 45 26 

 純資産合計 3,870 4,322 

負債純資産合計 14,259 47,556 

 

 

＜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：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021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損失（△） △5,166 △2,962 

 減価償却費 222 216 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 △62 

 減損損失 2 37 

 受取利息及び受取配当金 △2 △27 

 支払利息 0 18 

 関係会社株式売却損益（△は益） △84 ― 

 株式交付費 16 18 

 新株予約権発行費 4 9 

 固定資産売却損 1 ― 

 固定資産除却損 267 89 

 暗号資産盗難損失 3,246 ― 

 盗難関連費用 185 ― 

 投資有価証券売却損益（△は益） △5 ― 

 投資有価証券評価損益（△は益） 136 19 

 投資事業組合運用損益（△は益） ― △7 

 関係会社出資金評価損益（△は益） 162 ― 

 出資金評価損益（△は益） 9 8 

 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） 11 △9 

 売上債権の増減額（△は増加） △210 △571 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △116 191 

 利用者暗号資産の増減額（△は増加） 879 △24,558 

 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） 1,025 △2,743 

 差入保証暗号資産の増減額（△は増加） 514 △142 

 預託金の増減額（△は増加） ― △3,890 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

 営業保証金の増減額（△は増加） 1,087 △592 

 その他流動資産の増減額（△は増加） 188 20 

 仕入債務の増減額（△は減少） 72 2,772 

 未払金の増減額（△は減少） 145 848 

 預り金の増減額（△は減少） △516 2,357 

 預り暗号資産の増減額（△は減少） △879 24,558 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 114 △203 

 借入暗号資産の増減額（△は減少） △1,437 1,274 

 その他流動負債の増減額（△は減少） △423 213 

 その他 3 60 

 小計 △523 △3,057 

 利息及び配当金の受取額 2 21 

 利息の支払額 △0 △18 

 法人税等の還付額 229 0 

 法人税等の支払額 △33 △15 

 暗号資産盗難損失に係る支出 △3,246 ― 

 盗難関連費用に係る支出 △180 △5 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △3,752 △3,075 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資事業組合出資金の払戻による収入 6 27 

 貸付けによる支出 △35 ― 

 貸付金の回収による収入 168 ― 

 有形固定資産の取得による支出 △24 △11 

 有形固定資産の売却による収入 2 ― 

 無形固定資産の取得による支出 △404 △234 

 投資有価証券の取得による支出 △298 △24 

 
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却によ
る支出 

△79 ― 

 差入保証金の差入による支出 △1 ― 

 敷金の差入による支出 △10 △0 

 敷金の回収による収入 2 40 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △674 △203 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △50 ― 

 リース債務の返済による支出 △4 △0 

 株式の発行による収入 483 ― 

 新株予約権の発行による収入 44 44 

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 273 3,388 

 新株予約権の取得による支出 ― △35 

 配当金の支払額 △0 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 746 3,397 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,680 118 

現金及び現金同等物の期首残高 6,451 2,771 

現金及び現金同等物の期末残高 2,771 2,889 

 

【訂正後】 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

 税金等調整前当期純損失（△） △5,166 △2,962 

 減価償却費 222 216 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 △62 

 減損損失 2 37 

 受取利息及び受取配当金 △2 △27 

 支払利息 0 18 

 関係会社株式売却損益（△は益） △84 ― 

 株式交付費 16 18 

 新株予約権発行費 4 9 

 固定資産売却損 1 ― 

 固定資産除却損 267 89 

 暗号資産盗難損失 3,246 ― 

 盗難関連費用 185 ― 

 投資有価証券売却損益（△は益） △5 ― 

 投資有価証券評価損益（△は益） 136 19 

 投資事業組合運用損益（△は益） ― △7 

 関係会社出資金評価損益（△は益） 162 ― 

 出資金評価損益（△は益） 9 8 

 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） 11 △9 

 売上債権の増減額（△は増加） △210 △571 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △116 191 

 利用者暗号資産の増減額（△は増加） 879 △25,417 

 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） 1,025 △2,743 

 差入保証暗号資産の増減額（△は増加） 514 △142 

 預託金の増減額（△は増加） ― △3,890 

 営業保証金の増減額（△は増加） 1,087 △592 

 その他流動資産の増減額（△は増加） 188 20 

 仕入債務の増減額（△は減少） 72 2,772 

 未払金の増減額（△は減少） 145 848 

 預り金の増減額（△は減少） △516 2,357 

 預り暗号資産の増減額（△は減少） △879 25,417 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 114 △203 

 借入暗号資産の増減額（△は減少） △1,437 1,274 

 その他流動負債の増減額（△は減少） △423 213 

 その他 3 60 

 小計 △523 △3,057 

 利息及び配当金の受取額 2 21 

 利息の支払額 △0 △18 

 法人税等の還付額 229 0 

 法人税等の支払額 △33 △15 

 暗号資産盗難損失に係る支出 △3,246 ― 

 盗難関連費用に係る支出 △180 △5 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △3,752 △3,075 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資事業組合出資金の払戻による収入 6 27 

 貸付けによる支出 △35 ― 

 貸付金の回収による収入 168 ― 

 有形固定資産の取得による支出 △24 △11 

 有形固定資産の売却による収入 2 ― 

 無形固定資産の取得による支出 △404 △234 

 投資有価証券の取得による支出 △298 △24 
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           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

 
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却によ
る支出 

△79 ― 

 差入保証金の差入による支出 △1 ― 

 敷金の差入による支出 △10 △0 

 敷金の回収による収入 2 40 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △674 △203 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △50 ― 

 リース債務の返済による支出 △4 △0 

 株式の発行による収入 483 ― 

 新株予約権の発行による収入 44 44 

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 273 3,388 

 新株予約権の取得による支出 ― △35 

 配当金の支払額 △0 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 746 3,397 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,680 118 

現金及び現金同等物の期首残高 6,451 2,771 

現金及び現金同等物の期末残高 2,771 2,889 

 

 

＜添付資料 19 ページ＞ 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

（セグメント情報） 

 ３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 2020 年４月１日  至  2021 年３月 31 日） 

 

【訂正前】 

(単位：百万円) 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

連結財務 

諸表計上額 

(注)２ 
エネルギー 

関連事業 
自動車 

関連事業 
感染症対策 
関連事業 

金融 
関連事業 

その他事業 計 

売上高         

外部顧客への売上高 7,361 3,945 364 1,283 262 13,217 ― 13,217 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― 0 113 25 139 △139 ― 

計 7,361 3,945 365 1,396 288 13,356 △139 13,217 

セグメント利益又はセグメ

ント損失（△） 
△2,148 19 109 △260 59 △2,220 △667 △2,888 

セグメント資産 1,752 324 29 42,935 208 45,251 1,446 46,697 

その他の項目         

減価償却費 8 ― ― 188 1 198 18 216 

減損損失 ― ― ― ― ― ― 37 37 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
4 ― 218 ― 0 223 3 227 
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【訂正後】 

(単位：百万円) 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

連結財務 

諸表計上額 

(注)２ 
エネルギー 

関連事業 
自動車 

関連事業 
感染症対策 
関連事業 

金融 
関連事業 

その他事業 計 

売上高         

外部顧客への売上高 7,361 3,945 364 1,283 262 13,217 ― 13,217 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― 0 113 25 139 △139 ― 

計 7,361 3,945 365 1,396 288 13,356 △139 13,217 

セグメント利益又はセグメ

ント損失（△） 
△2,148 19 109 △260 59 △2,220 △667 △2,888 

セグメント資産 1,752 324 29 43,794 208 46,109 1,446 47,556 

その他の項目         

減価償却費 8 ― ― 188 1 198 18 216 

減損損失 ― ― ― ― ― ― 37 37 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
4 ― 218 ― 0 223 3 227 

 

 

以 上 


