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2021 年 6 月 29 日 

各 位 

会 社 名  ログリー株式会社 

代表者名  代表取締役社長 吉永 浩和 

（コード番号：6579 東証マザーズ） 

問合せ先  取締役ＣＦＯ 岸本 雅久 

（TEL．03－6277－5617） 

 

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

 

当社は、2021 年 5 月 12 日に公表しました「2021 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結)」の記載内容につき

まして、一部訂正すべき箇所がございましたので、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 

公表後に、クロストレックス株式会社を 100%子会社化するために前払した 14,700 千円は投資活動によるキャ

ッシュ・フロー「関係会社株式取得のための前払金の支出」ではなく、財務活動によるキャッシュ・フロー「連

結の範囲の変更を伴わない関係会社株式取得のための前払金の支出」であることが判明したため、下記のとおり

訂正いたします。 

 

2． 訂正の内容 

サマリー情報 1 ページ 

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

（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 

2021年３月期 241 △69 △92 1,629 

2020年３月期 107 △336 396 1,519 
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[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 

2021年３月期 241 △55 △107 1,629 

2020年３月期 107 △336 396 1,519 

 

添付資料 3 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] 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は69,742千円となりました。これは主に、投資有価証券の取

得による支出44,991千円、敷金の差入れによる支出9,166千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は92,588千円となりました。これは主に、長期借入金の返済

による支出154,484千円、株式の発行による収入54,252千円によるものであります。 

 

[修正後] 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は55,042千円となりました。これは主に、投資有価証券の取

得による支出44,991千円、敷金の差入れによる支出9,166千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は107,288千円となりました。これは主に、長期借入金の返

済による支出154,484千円、株式の発行による収入54,252千円によるものであります。 

 

添付資料 10 ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

[修正前] 

 （単位：千円）

 

 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利益 59,795 45,267 

減価償却費 18,047 30,886 

のれん償却額 9,275 18,551 
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減損損失 － 155,718 

受取利息及び受取配当金 △72 △35 

支払利息 3,162 3,564 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,997 △1,084 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 7,282 

投資有価証券売却損益（△は益） － △39,999 

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,466 

投資事業組合運用損益（△は益） － 4,017 

売上債権の増減額（△は増加） △84,208 △17,402 

仕入債務の増減額（△は減少） 189,017 △63,369 

前受金の増減額（△は減少） 12,140 △2,059 

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,443 50,900 

その他 △9,693 41,014 

小計 185,018 237,716 

利息及び配当金の受取額 72 35 

利息の支払額 △3,162 △3,564 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △74,094 7,502 

営業活動によるキャッシュ・フロー 107,835 241,691 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,011 △10,011 

定期預金の払戻による収入 10,010 10,011 

有形固定資産の取得による支出 △1,747 △3,637 

無形固定資産の取得による支出 － △4,090 

投資有価証券の取得による支出 △114,663 △44,991 

投資有価証券の売却による収入 － 41,844 

関係会社株式取得のための前払金の支出 － △49,700 

事業譲受による支出 △220,000 － 

敷金の差入による支出 － △9,166 

投資活動によるキャッシュ・フロー △336,411 △69,742 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 － 

短期借入金の返済による支出 △100,000 － 

長期借入れによる収入 520,000 － 

長期借入金の返済による支出 △52,242 △154,484 

株式の発行による収入 3,390 54,252 

自己株式の取得による支出 △76,778 △106 

新株予約権の発行による収入 1,992 7,750 

財務活動によるキャッシュ・フロー 396,362 △92,588 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 167,785 79,360 

現金及び現金同等物の期首残高 1,351,421 1,519,207 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 30,681 
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現金及び現金同等物の期末残高 1,519,207 1,629,249 

[訂正後] 

 （単位：千円）

 

 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利益 59,795 45,267 

減価償却費 18,047 30,886 

のれん償却額 9,275 18,551 

減損損失 － 155,718 

受取利息及び受取配当金 △72 △35 

支払利息 3,162 3,564 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,997 △1,084 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 7,282 

投資有価証券売却損益（△は益） － △39,999 

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,466 

投資事業組合運用損益（△は益） － 4,017 

売上債権の増減額（△は増加） △84,208 △17,402 

仕入債務の増減額（△は減少） 189,017 △63,369 

前受金の増減額（△は減少） 12,140 △2,059 

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,443 50,900 

その他 △9,693 41,014 

小計 185,018 237,716 

利息及び配当金の受取額 72 35 

利息の支払額 △3,162 △3,564 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △74,094 7,502 

営業活動によるキャッシュ・フロー 107,835 241,691 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,011 △10,011 

定期預金の払戻による収入 10,010 10,011 

有形固定資産の取得による支出 △1,747 △3,637 

無形固定資産の取得による支出 － △4,090 

投資有価証券の取得による支出 △114,663 △44,991 

投資有価証券の売却による収入 － 41,844 

関係会社株式取得のための前払金の支出 － △35,000 

事業譲受による支出 △220,000 － 

敷金の差入による支出 － △9,166 

投資活動によるキャッシュ・フロー △336,411 △55,042 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
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短期借入れによる収入 100,000 － 

短期借入金の返済による支出 △100,000 － 

長期借入れによる収入 520,000 － 

長期借入金の返済による支出 △52,242 △154,484 

株式の発行による収入 3,390 54,252 

自己株式の取得による支出 △76,778 △106 

新株予約権の発行による収入 1,992 7,750 

連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式取得の

ための前払金の支出 
－ △14,700 

財務活動によるキャッシュ・フロー 396,362 △107,288 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 167,785 79,360 

現金及び現金同等物の期首残高 1,351,421 1,519,207 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 30,681 

現金及び現金同等物の期末残高  1,519,207  1,629,249 
 

 

 

 

 

                                                                                              以上 

 

 

 


