
 

                                                         
2021 年８月 16 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 リ ロ グ ル ― プ 

代表者名 代表取締役社長  中 村 謙 一 

（コード：8876 東証第一部） 

問合せ先 専 務 取 締 役  門 田  康 

（ T E L 0 3 - 5 3 1 2 - 8 7 0 4 ） 

 

(訂正・数値データ訂正)「2022年３月期第１四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の 

一部訂正について 
 

当社は、2021 年８月 12 日に公表いたしました「2022 年３月期第１四半期決算短信〔IFRS〕(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（XBRL）も送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

「2022年３月期第１四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の公表後、記載に一部仕訳の誤りがあることが判明し

たため、訂正を行うものです。 

 

２．訂正箇所 

訂正の箇所には下線 を付して表示しております。 

 

 

１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６月 30日） 

【訂正前】 

（２）連結財政状態 

 資産合計 資本合計 
親会社の所有者に 
帰属する持分 

親会社所有者 
帰属持分比率 

 百万円 百万円 百万円 ％ 

2022年３月期第１四半期 292,182 37,567 37,312 12.8 

2021年３月期 285,757 36,565 36,634 12.8 

 

【訂正後】 

（２）連結財政状態 

 資産合計 資本合計 
親会社の所有者に 
帰属する持分 

親会社所有者 
帰属持分比率 

 百万円 百万円 百万円 ％ 

2022年３月期第１四半期 294,055 39,438 39,184 13.3 

2021年３月期 287,628 38,437 38,506 13.4 

 

 

 



 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

【訂正前】 

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比して64億25百万円増加し、2,921億82百万円

となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比して54億23百万円増加し、2,546億15百万円となりました。 

資本合計は、前連結会計年度末に比して10億１百万円増加し、375億67百万円となりました。 

 

【訂正後】 

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比して64億26百万円増加し、2,940億55百万円

となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比して54億24百万円増加し、2,546億16百万円となりました。 

資本合計は、前連結会計年度末に比して10億１百万円増加し、394億38百万円となりました。 

 

 

 

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 

【訂正前】 

（１）要約四半期連結財政状態計算書 

(単位：百万円) 

  
移行日 

(2020年４月１日) 
前連結会計年度 
(2021年３月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間 

(2021年６月30日) 

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物  33,580 49,208 44,225 

営業債権及びその他の債権  91,149 87,410 90,864 

棚卸資産  7,655 5,301 4,299 

その他の金融資産  6,157 6,533 5,725 

その他の流動資産  5,754 6,167 6,793 

流動資産合計  144,296 154,620 151,908 

     

非流動資産     

有形固定資産  20,776 22,524 22,880 

使用権資産  20,770 19,803 22,889 

のれん  15,316 15,373 17,586 

無形資産  17,280 18,292 18,119 

投資不動産  11,055 9,584 12,826 

持分法で会計処理されている 
投資 

 12,234 13,352 13,301 

その他の金融資産  18,607 18,485 18,634 

繰延税金資産  12,686 12,901 13,248 

その他の非流動資産  915 818 787 

非流動資産合計  129,644 131,136 140,274 

資産合計  273,940 285,757 292,182 
     

 

 

 

 



 

(単位：百万円) 

  
移行日 

(2020年４月１日) 
前連結会計年度 
(2021年３月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間 

(2021年６月30日) 

負債及び資本     

負債     

流動負債     

営業債務及びその他の債務  11,020 11,601 12,177 

社債及び借入金  55,652 25,271 24,525 

リース負債  37,849 41,311 44,203 

未払法人所得税  3,484 3,097 1,648 

契約負債  6,545 6,721 6,554 

その他の金融負債  12,553 17,695 19,059 

引当金  349 297 5 

その他の流動負債  12,273 8,675 7,645 

流動負債合計  139,729 114,670 115,820 

     

非流動負債     

社債及び借入金  50,247 78,043 79,805 

リース負債  17,718 17,053 18,923 

契約負債  19,774 20,281 20,528 

その他の金融負債  7,786 7,972 8,237 

引当金  6,154 6,829 7,053 

繰延税金負債  3,462 3,451 3,540 

その他の非流動負債  719 888 705 

非流動負債合計  105,863 134,520 138,794 

負債合計  245,592 249,191 254,615 

     

資本     

資本金  2,667 2,667 2,667 

資本剰余金  565 428 222 

利益剰余金  23,969 29,014 28,890 

自己株式  △2,666 △3,250 △2,776 

その他の資本の構成要素  3,802 7,775 8,308 

親会社の所有者に帰属する 
持分合計 

 28,338 36,634 37,312 

非支配持分  9 △69 254 

資本合計  28,348 36,565 37,567 

負債及び資本合計  273,940 285,757 292,182 
     

 



 

【訂正後】 

（１）要約四半期連結財政状態計算書 

(単位：百万円) 

  
移行日 

(2020年４月１日) 
前連結会計年度 
(2021年３月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間 

(2021年６月30日) 

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物  33,580 49,208 44,225 

営業債権及びその他の債権  91,149 87,410 90,864 

棚卸資産  7,655 5,301 4,299 

その他の金融資産  6,157 6,533 5,725 

その他の流動資産  5,754 6,167 6,793 

流動資産合計  144,296 154,620 151,908 

     

非流動資産     

有形固定資産  20,776 22,524 22,880 

使用権資産  20,770 19,803 22,889 

のれん  15,316 15,373 17,586 

無形資産  17,280 18,292 18,119 

投資不動産  11,055 9,584 12,826 

持分法で会計処理されている 
投資 

 12,234 13,352 13,301 

その他の金融資産  18,607 18,485 18,634 

繰延税金資産  14,302 14,772 15,121 

その他の非流動資産  915 818 787 

非流動資産合計  131,260 133,008 142,147 

資産合計  275,556 287,628 294,055 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(単位：百万円) 

  
移行日 

(2020年４月１日) 
前連結会計年度 
(2021年３月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間 

(2021年６月30日) 

負債及び資本     

負債     

流動負債     

営業債務及びその他の債務  11,020 11,601 12,177 

社債及び借入金  55,652 25,271 24,525 

リース負債  37,849 41,311 44,203 

未払法人所得税  3,484 3,097 1,649 

契約負債  6,545 6,721 6,554 

その他の金融負債  12,553 17,695 19,059 

引当金  349 297 5 

その他の流動負債  12,273 8,675 7,645 

流動負債合計  139,729 114,670 115,821 

     

非流動負債     

社債及び借入金  50,247 78,043 79,805 

リース負債  17,718 17,053 18,923 

契約負債  19,774 20,281 20,528 

その他の金融負債  7,786 7,972 8,237 

引当金  6,154 6,829 7,053 

繰延税金負債  3,462 3,451 3,540 

その他の非流動負債  719 888 705 

非流動負債合計  105,863 134,520 138,794 

負債合計  245,592 249,191 254,616 

     

資本     

資本金  2,667 2,667 2,667 

資本剰余金  565 428 271 

利益剰余金  25,585 30,886 30,713 

自己株式  △2,666 △3,250 △2,776 

その他の資本の構成要素  3,802 7,775 8,308 

親会社の所有者に帰属する 
持分合計 

 29,954 38,506 39,184 

非支配持分  9 △69 254 

資本合計  29,964 38,437 39,438 

負債及び資本合計  275,556 287,628 294,055 
     

 

 



 

（３）要約四半期連結持分変動計算書 

要約四半期連結包括利益計算書 

【訂正前】 

第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円) 

  
前第１四半期連結累計期間 

(自2020年４月１日 
至2020年６月30日) 

 
当第１四半期連結累計期間 

(自2021年４月１日 
至2021年６月30日) 

     

四半期利益  1,106  2,916 

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で 
測定する資本性金融資産 

 56  15 

持分法適用会社におけるその他の 
包括利益に対する持分 

 △0  3 

項目合計  55  18 

     

純損益にその後に振り替えられる可能性 
のある項目 

    

在外営業活動体の換算差額  562  238 

持分法適用会社におけるその他の包括 
利益に対する持分 

 △19  50 

項目合計  542  288 

その他の包括利益合計  597  307 

四半期包括利益  1,704  3,224 
     
     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  1,495  3,118 

非支配持分  209  105 

四半期包括利益  1,704  3,224 
     



 

【訂正後】 

第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円) 

  
前第１四半期連結累計期間 

(自2020年４月１日 
至2020年６月30日) 

 
当第１四半期連結累計期間 

(自2021年４月１日 
至2021年６月30日) 

     

四半期利益  1,106  2,916 

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で 
測定する資本性金融資産 

 56  15 

持分法適用会社におけるその他の 
包括利益に対する持分 

 △20  54 

項目合計  35  69 

     

純損益にその後に振り替えられる可能性 
のある項目 

    

在外営業活動体の換算差額  562  238 

項目合計  562  238 

その他の包括利益合計  597  307 

四半期包括利益  1,704  3,224 
     
     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  1,495  3,118 

非支配持分  209  105 

四半期包括利益  1,704  3,224 
     



 

（３）要約四半期連結持分変動計算書 

【訂正前】 

前第１四半期連結累計期間(自2020年４月１日 至2020年６月30日) 

(単位：百万円) 

  親会社の所有者に帰属する持分   

  資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己 
株式 

その他の 
資本の 
構成要素 

合計 
非支配 
持分 

資本 
合計 

2020年４月１日 
残高 

 2,667 565 23,969 △2,666 3,802 28,338 9 28,348 

四半期利益  － － 900 － － 900 206 1,106 

その他の 
包括利益 

 － － － － 594 594 3 597 

四半期包括利益  － － 900 － 594 1,495 209 1,704 

自己株式の取得  － － － △1,306 － △1,306 － △1,306 

自己株式の処分  － △7 － 7 － 0 － 0 

自己株式処分差
損の振替 

 － 7 △7 － － － － － 

配当金  － － △4,393 － － △4,393 △49 △4,443 

株式に基づく報
酬取引 

 － － － － 174 174 － 174 

非支配持分の取
得 

 － △137 － － － △137 △20 △158 

利益剰余金への
振替 

 － － － － － － － － 

その他  － － － － 0 0 2 2 

所有者との 
取引額等合計 

 － △137 △4,401 △1,298 174 △5,663 △67 △5,730 

2020年６月30日 
残高 

 2,667 427 20,469 △3,965 4,572 24,171 151 24,322 

 

【訂正後】 

前第１四半期連結累計期間(自2020年４月１日 至2020年６月30日) 

(単位：百万円) 

  親会社の所有者に帰属する持分   

  資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己 
株式 

その他の 
資本の 
構成要素 

合計 
非支配 
持分 

資本 
合計 

2020年４月１日 
残高 

 2,667 565 25,585 △2,666 3,802 29,954 9 29,964 

四半期利益  － － 900 － － 900 206 1,106 

その他の 
包括利益 

 － － － － 594 594 3 597 

四半期包括利益  － － 900 － 594 1,495 209 1,704 

自己株式の取得  － － － △1,306 － △1,306 － △1,306 

自己株式の処分  － △7 － 7 － 0 － 0 

自己株式処分差
損の振替 

 － 7 △7 － － － － － 

配当金  － － △4,393 － － △4,393 △49 △4,443 

株式に基づく報
酬取引 

 － － － － 174 174 － 174 

非支配持分の取
得 

 － △137 － － － △137 △20 △158 

その他  － － － － 0 0 2 2 

所有者との 
取引額等合計 

 － △137 △4,401 △1,298 174 △5,663 △67 △5,730 

2020年６月30日 
残高 

 2,667 427 22,085 △3,965 4,572 25,787 151 25,938 

 



 

【訂正前】 

当第１四半期連結累計期間(自2021年４月１日 至2021年６月30日) 

(単位：百万円) 

  親会社の所有者に帰属する持分   

  資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己 
株式 

その他の 
資本の 
構成要素 

合計 
非支配 
持分 

資本 
合計 

2021年４月１日 
残高 

 2,667 428 29,014 △3,250 7,775 36,634 △69 36,565 

四半期利益  － － 2,805 － － 2,805 110 2,916 

その他の 
包括利益 

 － － － － 302 302 5 307 

四半期包括利益  － － 2,805 － 302 3,108 115 3,224 

自己株式の取得  － － － － － － － － 

自己株式の処分  － △33 － 473 － 440 － 440 

自己株式処分差
損の振替 

 － 33 △33 － － － － － 

配当金  － － △2,880 － － △2,880 △27 △2,907 

株式に基づく報
酬取引 

 － － － － 220 220 － 220 

非支配持分の取
得 

 － △205 － － － △205 238 33 

利益剰余金への
振替 

 － － △16 － 10 △6 △0 △6 

その他  － － － － 0 0 △2 △2 

所有者との 
取引額等合計 

 － △205 △2,929 473 230 △2,430 208 △2,222 

2021年６月30日 
残高 

 2,667 222 28,890 △2,776 8,308 37,312 254 37,567 

 

【訂正後】 

当第１四半期連結累計期間(自2021年４月１日 至2021年６月30日) 

(単位：百万円) 

  親会社の所有者に帰属する持分   

  資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己 
株式 

その他の 
資本の 
構成要素 

合計 
非支配 
持分 

資本 
合計 

2021年４月１日 
残高 

 2,667 428 30,886 △3,250 7,775 38,506 △69 38,437 

四半期利益  － － 2,805 － － 2,805 110 2,916 

その他の 
包括利益 

 － － － － 312 312 △5 307 

四半期包括利益  － － 2,805 － 312 3,118 105 3,224 

自己株式の取得  － － － － － － － － 

自己株式の処分  － △33 － 473 － 440 － 440 

自己株式処分差
損の振替 

 － 33 △33 － － － － － 

配当金  － － △2,880 － － △2,880 △27 △2,907 

株式に基づく報
酬取引 

 － － － － 220 220 － 220 

非支配持分の取
得 

 － △156 － － － △156 238 82 

その他  － － △65 － 0 △64 7 △57 

所有者との 
取引額等合計 

 － △156 △2,978 473 220 △2,440 218 △2,222 

2021年６月30日 
残高 

 2,667 271 30,713 △2,776 8,308 39,184 254 39,438 

 



 

（初度適用） 

【訂正前】 

(2) 調整表 

 

【訂正後】 

(2) IFRS第１号の強制的な例外規定 

 IFRS第１号では、「見積り」、「金融資産及び金融負債の認識の中止」、「ヘッジ会計」、「非支配持分」及び「金融商品

の分類及び測定」等について、IFRSの遡及適用を禁止しております。当社グループは、これらの項目について移行日

より将来に向かって適用しております。 

 

(3) 調整表 

 

 

 

① 資本に対する調整 

【訂正前】 

移行日(2020年４月１日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

資産の部      資産 

流動資産      流動資産 

現金及び預金 34,052 △674 201 33,580  現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金 50,151 1,476 39,521 91,149  
営業債権及び 
その他の債権 

販売用不動産 22,354 △14,365 △333 7,655  棚卸資産 

貯蔵品 953 △953 ― ―   

 ― 6,157 ― 6,157  その他の金融資産 

前渡金 18,409 △981 △17,427 ―   

その他 12,444 10,887 △17,578 5,754  その他の流動資産 

貸倒引当金 △43 43 ― ―   

流動資産合計 138,323 1,590 4,382 144,296  流動資産合計 

固定資産      非流動資産 

有形固定資産 22,570 2,136 △3,929 20,776 (5) 有形固定資産 

 ― 2,592 18,177 20,770 (3) 使用権資産 

無形固定資産       

のれん 15,496 ― △179 15,316 (4) のれん 

顧客関連資産 11,940 △11,940 ― ―   

ソフトウエア 5,301 △5,301 ― ―   

その他 28 △28 ― ―   

 ― 17,280 ― 17,280  無形資産 

投資その他の資産       

投資有価証券 13,047 △12,836 △211 ―   

 ― 11,055 ― 11,055  投資不動産 

 ― 12,317 △83 12,234 (6) 
持分法で会計処理 
されている投資 

敷金及び保証金 14,736 △14,736 ― ―   

 ― 18,295 312 18,607 (7) その他の金融資産 

繰延税金資産 3,062 ― 9,623 12,686 (9) 繰延税金資産 

その他 3,681 △3,217 451 915  その他の非流動資産 

貸倒引当金 △ 176 176 ― ―   

固定資産合計 89,686 15,795 24,162 129,644  非流動資産合計 

繰延資産       

繰延資産合計 93 ― △93 ― (7)  

資産合計 228,102 17,385 28,452 273,940  資産合計 



 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

負債の部      負債及び資本 

      負債 

流動負債      流動負債 

買掛金 8,741 2,264 15 11,020  
営業債務及び 
その他の債務 

短期借入金 19,819 35,833 ― 55,652 (7) 社債及び借入金 

１年内償還予定の 
転換社債型新株予約 
権付社債 

25,572 △24,916 △656 ―   

１年内返済予定の 
長期借入金 

9,847 △9,847 ― ―   

 ― 721 37,127 37,849 (3) リース負債 

未払法人税等 3,484 ― ― 3,484  未払法人所得税 

 ― 3,525 3,020 6,545 (2) 契約負債 

 ― 8,200 4,352 12,553 (7) その他の金融負債 

前受金 21,172 △21,172 ― ―   

賞与引当金 1,001 △1,001 ― ―   

 ― ― 349 349 (8) 引当金 
その他 22,204 △11,025 1,094 12,273  その他の流動負債 

流動負債合計 111,843 △17,418 45,304 139,729  流動負債合計 

固定負債      非流動負債 

長期借入金 49,447 815 △15 50,247 (7) 社債及び借入金 

社債 827 △815 △11 ―   

 ― 1,873 15,844 17,718 (3) リース負債 

長期預り敷金 7,349 △7,349 ― ―   

 ― ― 19,774 19,774 (2) 契約負債 

 ― 7,786 ― 7,786  その他の金融負債 

 ― 13 6,141 6,154 (8) 引当金 

繰延税金負債 3,482 ― △19 3,462 (9) 繰延税金負債 

その他 3,001 △2,310 27 719  その他の非流動負債 

固定負債合計 64,109 13 41,741 105,863  非流動負債合計 

負債合計 175,952 △17,405 87,045 245,592  負債合計 

純資産の部      資本 

資本金 2,667 ― ― 2,667  資本金 

資本剰余金 2,722 ― △2,156 565  資本剰余金 

利益剰余金 48,645 ― △24,675 23,969 (12) 利益剰余金 

自己株式 △2,666 ― ― △2,666  自己株式 

その他の包括利益 
累計額 

△2,145 125 5,822 3,802 
(7)(10) 
(11) 

その他の資本の 
構成要素 

新株予約権 125 △125 ― ―   

非支配株主持分 2,801 ― △2,792 9  非支配持分 

純資産合計 52,150 ― △23,801 28,348  資本合計 

負債純資産合計 228,102 △17,405 63,243 273,940  負債及び資本合計 

 

 

 

 



 

【訂正後】 

移行日(2020年４月１日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

資産の部      資産 

流動資産      流動資産 

現金及び預金 34,052 △674 201 33,580  現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金 50,151 1,476 39,521 91,149  
営業債権及び 
その他の債権 

販売用不動産 22,354 △14,365 △333 7,655  棚卸資産 

貯蔵品 953 △953 ― ―   

 ― 6,157 ― 6,157  その他の金融資産 

前渡金 18,409 △981 △17,427 ―   

その他 12,444 10,887 △17,578 5,754  その他の流動資産 

貸倒引当金 △43 43 ― ―   

流動資産合計 138,323 1,590 4,382 144,296  流動資産合計 

固定資産      非流動資産 

有形固定資産 22,570 2,136 △3,929 20,776 (5) 有形固定資産 

 ― 2,592 18,177 20,770 (3) 使用権資産 

無形固定資産       

のれん 15,496 ― △179 15,316 (4) のれん 

顧客関連資産 11,940 △11,940 ― ―   

ソフトウエア 5,301 △5,301 ― ―   

その他 28 △28 ― ―   

 ― 17,280 ― 17,280  無形資産 

投資その他の資産       

投資有価証券 13,047 △12,836 △211 ―   

 ― 11,055 ― 11,055  投資不動産 

 ― 12,317 △83 12,234 (6) 
持分法で会計処理 
されている投資 

敷金及び保証金 14,736 △14,736 ― ―   

 ― 18,295 312 18,607 (7) その他の金融資産 

繰延税金資産 3,062 ― 11,239 14,302 (9) 繰延税金資産 

その他 3,681 △3,217 451 915  その他の非流動資産 

貸倒引当金 △ 176 176 ― ―   

固定資産合計 89,686 15,795 25,778 131,260  非流動資産合計 

繰延資産       

繰延資産合計 93 ― △93 ― (7)  

資産合計 228,102 17,385 30,068 275,556  資産合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

負債の部      負債及び資本 

      負債 

流動負債      流動負債 

買掛金 8,741 2,264 15 11,020  
営業債務及び 
その他の債務 

短期借入金 19,819 35,833 ― 55,652 (7) 社債及び借入金 

１年内償還予定の 
転換社債型新株予約 
権付社債 

25,572 △24,916 △656 ―   

１年内返済予定の 
長期借入金 

9,847 △9,847 ― ―   

 ― 721 37,127 37,849 (3) リース負債 

未払法人税等 3,484 ― ― 3,484  未払法人所得税 

 ― 3,525 3,020 6,545 (2) 契約負債 

 ― 8,200 4,352 12,553 (7) その他の金融負債 

前受金 21,172 △21,172 ― ―   

賞与引当金 1,001 △1,001 ― ―   

 ― ― 349 349 (8) 引当金 
その他 22,204 △11,025 1,094 12,273  その他の流動負債 

流動負債合計 111,843 △17,418 45,304 139,729  流動負債合計 

固定負債      非流動負債 

長期借入金 49,447 815 △15 50,247 (7) 社債及び借入金 

社債 827 △815 △11 ―   

 ― 1,873 15,844 17,718 (3) リース負債 

長期預り敷金 7,349 △7,349 ― ―   

 ― ― 19,774 19,774 (2) 契約負債 

 ― 7,786 ― 7,786  その他の金融負債 

 ― 13 6,141 6,154 (8) 引当金 

繰延税金負債 3,482 ― △19 3,462 (9) 繰延税金負債 

その他 3,001 △2,310 27 719  その他の非流動負債 

固定負債合計 64,109 13 41,741 105,863  非流動負債合計 

負債合計 175,952 △17,405 87,045 245,592  負債合計 

純資産の部      資本 

資本金 2,667 ― ― 2,667  資本金 

資本剰余金 2,722 ― △2,156 565  資本剰余金 

利益剰余金 48,645 ― △23,059 25,585 (12) 利益剰余金 

自己株式 △2,666 ― ― △2,666  自己株式 

その他の包括利益 
累計額 

△2,145 125 5,822 3,802 
(7)(10) 
(11) 

その他の資本の 
構成要素 

新株予約権 125 △125 ― ―   

 ― ― ― 29,954  
親会社の所有者に帰
属する持分合計 

非支配株主持分 2,801 ― △2,792 9  非支配持分 

純資産合計 52,150 ― △22,185 29,964  資本合計 

負債純資産合計 228,102 △17,405 64,859 275,556  負債及び資本合計 

 

 



 

【訂正前】 

前第１四半期連結会計期間(2020年６月30日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

資産の部      資産 

流動資産      流動資産 

現金及び預金 30,817 △1,237 142 29,723  現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金 43,260 1,172 41,048 85,482  
営業債権及び 
その他の債権 

販売用不動産 22,069 △14,581 △337 7,150  棚卸資産 

貯蔵品 1,234 △1,234 ― ―   

 ― 7,362 ― 7,362  その他の金融資産 

前渡金 17,611 △347 △17,264 ―   

その他 13,759 9,717 △17,656 5,820  その他の流動資産 

貸倒引当金 △57 57 ― ―   

流動資産合計 128,696 910 5,932 135,539  流動資産合計 

固定資産      非流動資産 

有形固定資産 22,839 2,774 △3,913 21,700 (5) 有形固定資産 

 ― 2,413 17,640 20,054 (3) 使用権資産 

無形固定資産       

のれん 15,110 ― 157 15,267 (4) のれん 

顧客関連資産 11,661 △11,661 ― ―   

ソフトウエア 5,602 △5,602 ― ―   

その他 27 △27 ― ―   

 ― 17,302 0 17,302  無形資産 

投資その他の資産       

投資有価証券 12,892 △12,697 △194 ―   

 ― 11,137 ― 11,137  投資不動産 

 ― 12,151 18 12,170 (6) 
持分法で会計処理 
されている投資 

敷金及び保証金 14,533 △14,533 ― ―   

 ― 18,114 378 18,492 (7) その他の金融資産 

繰延税金資産 2,866 ― 10,323 13,189 (9) 繰延税金資産 

その他 3,608 △3,183 470 895  その他の非流動資産 

貸倒引当金 △148 148 ― ―   

固定資産合計 88,991 16,336 24,881 130,209  非流動資産合計 

繰延資産       

繰延資産合計 83 ― △83 ― (7)  

資産合計 217,772 17,246 30,729 265,748  資産合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

負債の部      負債及び資本 

      負債 

流動負債      流動負債 

買掛金 8,785 2,009 92 10,887  
営業債務及び 
その他の債務 

短期借入金 16,287 35,728 ― 52,015 (7) 社債及び借入金 

１年内償還予定の転
換社債型新株予約権
付社債 

25,416 △24,938 △478 ―   

１年内返済予定の 
長期借入金 

9,821 △9,821 ― ―   

 ― 710 39,945 40,656 (3) リース負債 

未払法人税等 1,239 ― 500 1,740  未払法人所得税 

 ― 4,666 1,837 6,503 (2) 契約負債 

 ― 8,359 4,368 12,727 (7) その他の金融負債 

前受金 22,173 △22,173 ― ―   

賞与引当金 759 △759 ― ―   

その他 21,681 △11,003 961 11,640  その他の流動負債 
流動負債合計 106,164 △17,221 47,228 136,171  流動負債合計 

固定負債      非流動負債 

長期借入金 49,383 600 △19 49,965 (7) 社債及び借入金 

社債 611 △600 △11 ―   

 ― 1,712 15,049 16,762 (3) リース負債 

長期預り敷金 7,314 △7,314 ― ―   

 ― ― 19,910 19,910 (2) 契約負債 

 ― 7,805 4 7,810  その他の金融負債 

 ― 13 6,391 6,404 (8) 引当金 

繰延税金負債 3,326 ― 200 3,526 (9) 繰延税金負債 

その他 3,171 △2,204 △91 876  その他の非流動負債 

固定負債合計 63,807 13 41,434 105,255  非流動負債合計 

負債合計 169,972 △17,208 88,662 241,426  負債合計 

純資産の部      資本 

資本金 2,667 ― ― 2,667  資本金 

資本剰余金 2,584 ― △2,156 427  資本剰余金 

利益剰余金 45,235 ― △24,766 20,469 (12) 利益剰余金 

自己株式 △3,965 ― ― △3,965  自己株式 

その他の包括利益 
累計額 

△1,600 155 6,017 4,572 
(7)(10) 
(11) 

その他の資本の 
構成要素 

新株予約権 155 △155 ― ―   

非支配株主持分 2,723 ― △2,572 151  非支配持分 

純資産合計 47,800 ― △23,478 24,322  資本合計 

負債純資産合計 217,772 △17,208 65,183 265,748  負債及び資本合計 

 

 



 

【訂正後】 

前第１四半期連結会計期間(2020年６月30日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

資産の部      資産 

流動資産      流動資産 

現金及び預金 30,817 △1,237 142 29,723  現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金 43,260 1,172 41,048 85,482  
営業債権及び 
その他の債権 

販売用不動産 22,069 △14,581 △337 7,150  棚卸資産 

貯蔵品 1,234 △1,234 ― ―   

 ― 7,362 ― 7,362  その他の金融資産 

前渡金 17,611 △347 △17,264 ―   

その他 13,759 9,717 △17,656 5,820  その他の流動資産 

貸倒引当金 △57 57 ― ―   

流動資産合計 128,696 910 5,932 135,539  流動資産合計 

固定資産      非流動資産 

有形固定資産 22,839 2,774 △3,913 21,700 (5) 有形固定資産 

 ― 2,413 17,640 20,054 (3) 使用権資産 

無形固定資産       

のれん 15,110 ― 157 15,267 (4) のれん 

顧客関連資産 11,661 △11,661 ― ―   

ソフトウエア 5,602 △5,602 ― ―   

その他 27 △27 ― ―   

 ― 17,302 0 17,302  無形資産 

投資その他の資産       

投資有価証券 12,892 △12,697 △194 ―   

 ― 11,137 ― 11,137  投資不動産 

 ― 12,151 18 12,170 (6) 
持分法で会計処理 
されている投資 

敷金及び保証金 14,533 △14,533 ― ―   

 ― 18,114 378 18,492 (7) その他の金融資産 

繰延税金資産 2,866 ― 12,015 14,881 (9) 繰延税金資産 

その他 3,608 △3,183 470 895  その他の非流動資産 

貸倒引当金 △148 148 ― ―   

固定資産合計 88,991 16,336 26,573 131,901  非流動資産合計 

繰延資産       

繰延資産合計 83 ― △83 ― (7)  

資産合計 217,772 17,246 32,421 267,440  資産合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

負債の部      負債及び資本 

      負債 

流動負債      流動負債 

買掛金 8,785 2,009 92 10,887  
営業債務及び 
その他の債務 

短期借入金 16,287 35,728 ― 52,015 (7) 社債及び借入金 

１年内償還予定の転
換社債型新株予約権
付社債 

25,416 △24,938 △478 ―   

１年内返済予定の 
長期借入金 

9,821 △9,821 ― ―   

 ― 710 39,945 40,656 (3) リース負債 

未払法人税等 1,239 ― 577 1,816  未払法人所得税 

 ― 4,666 1,837 6,503 (2) 契約負債 

 ― 8,359 4,368 12,727 (7) その他の金融負債 

前受金 22,173 △22,173 ― ―   

賞与引当金 759 △759 ― ―   

その他 21,681 △11,003 961 11,640  その他の流動負債 
流動負債合計 106,164 △17,221 47,304 136,247  流動負債合計 

固定負債      非流動負債 

長期借入金 49,383 600 △19 49,965 (7) 社債及び借入金 

社債 611 △600 △11 ―   

 ― 1,712 15,049 16,762 (3) リース負債 

長期預り敷金 7,314 △7,314 ― ―   

 ― ― 19,910 19,910 (2) 契約負債 

 ― 7,805 4 7,810  その他の金融負債 

 ― 13 6,391 6,404 (8) 引当金 

繰延税金負債 3,326 ― 200 3,526 (9) 繰延税金負債 

その他 3,171 △2,204 △91 876  その他の非流動負債 

固定負債合計 63,807 13 41,434 105,255  非流動負債合計 

負債合計 169,972 △17,208 88,738 241,502  負債合計 

純資産の部      資本 

資本金 2,667 ― ― 2,667  資本金 

資本剰余金 2,584 ― △2,156 427  資本剰余金 

利益剰余金 45,235 ― △23,150 22,085 (12) 利益剰余金 

自己株式 △3,965 ― ― △3,965  自己株式 

その他の包括利益 
累計額 

△1,600 155 6,017 4,572 
(7)(10) 
(11) 

その他の資本の 
構成要素 

新株予約権 155 △155 ― ―   

 ― ― ― 25,787  
親会社の所有者に帰
属する持分合計 

非支配株主持分 2,723 ― △2,572 151  非支配持分 

純資産合計 47,800 ― △21,862 25,938  資本合計 

負債純資産合計 217,772 △17,208 66,876 267,440  負債及び資本合計 

 

 



 

【訂正前】 

前連結会計年度(2021年３月31日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

資産の部      資産 

流動資産      流動資産 

現金及び預金 50,198 △1,128 138 49,208  現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金 42,983 1,428 42,997 87,410  
営業債権及び 
その他の債権 

販売用不動産 19,778 △14,147 △329 5,301  棚卸資産 

貯蔵品 1,210 △1,210 ― ―   

 ― 6,533 ― 6,533  その他の金融資産 

前渡金 18,403 △464 △17,939 ―   

その他 13,217 11,143 △18,193 6,167  その他の流動資産 

貸倒引当金 △55 55 ― ―   

流動資産合計 145,736 2,210 6,674 154,620  流動資産合計 

固定資産      非流動資産 

有形固定資産 22,462 4,118 △4,055 22,524 (5) 有形固定資産 

 ― 1,989 17,813 19,803 (3) 使用権資産 

無形固定資産       

のれん 14,219 ― 1,153 15,373 (4) のれん 

顧客関連資産 11,433 △11,433 ― ―   

ソフトウエア 6,823 △6,823 ― ―   

その他 25 △25 ― ―   

 ― 18,292 ― 18,292  無形資産 

投資その他の資産       

投資有価証券 14,221 △13,995 △225 ―   

 ― 9,584 ― 9,584  投資不動産 

 ― 13,405 △53 13,352 (6) 
持分法で会計処理 
されている投資 

敷金及び保証金 14,828 △14,828 ― ―   

 ― 18,373 112 18,485 (7) その他の金融資産 

繰延税金資産 3,103 ― 9,798 12,901 (9) 繰延税金資産 

その他 3,497 △3,166 487 818  その他の非流動資産 

貸倒引当金 △211 211 ― ―   

固定資産合計 90,403 15,703 25,030 131,136  非流動資産合計 

繰延資産       

繰延資産合計 120 ― △120 ― (7)  

資産合計 236,259 17,913 31,584 285,757  資産合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

負債の部      負債及び資本 

      負債 

流動負債      流動負債 

買掛金 8,443 3,145 12 11,601  
営業債務及び 
その他の債務 

短期借入金 12,591 12,680 ― 25,271 (7) 社債及び借入金 

１年以内返済予定の 
長期借入金 

12,369 △12,369 ― ―   

 ― 752 40,559 41,311 (3) リース負債 

未払法人税等 3,097 ― ― 3,097  未払法人所得税 

 ― 3,463 3,258 6,721 (2) 契約負債 

 ― 12,403 5,291 17,695 (7) その他の金融負債 

前受金 21,588 △21,588 ― ―   

賞与引当金 1,030 △1,030 ― ―   

 ― ― 297 297 (8) 引当金 

その他 22,997 △15,392 1,070 8,675  その他の流動負債 

流動負債合計 82,119 △17,937 50,489 114,670  流動負債合計 

固定負債      非流動負債 

転換社債型新株予約
権付社債 

24,752 55,278 △1,987 78,043 (7) 社債及び借入金 

社債 1,016 △989 △26 ―   

長期借入金 54,295 △54,288 △6 ―   

 ― 1,802 15,250 17,053 (3) リース負債 

 ― ― 20,281 20,281 (2) 契約負債 

長期預り敷金 7,476 △7,476 ― ―   

 ― 7,929 43 7,972  その他の金融負債 

 ― 29 6,800 6,829 (8) 引当金 

繰延税金負債 3,468 ― △17 3,451 (9) 繰延税金負債 

その他 3,214 △2,256 △69 888  その他の非流動負債 

固定負債合計 94,223 29 40,267 134,520  非流動負債合計 

負債合計 176,342 △17,907 90,756 249,191  負債合計 

純資産の部      資本 

資本金 2,667 ― ― 2,667  資本金 

資本剰余金 2,584 ― △2,156 428  資本剰余金 

利益剰余金 53,437 ― △24,422 29,014 (12) 利益剰余金 

自己株式 △3,250 ― ― △3,250  自己株式 

その他の包括利益 
累計額 

1,188 273 6,312 7,775 
(7)(10) 
(11) 

その他の資本の 
構成要素 

新株予約権 273 △273 ― ―   

 ― ― ― 36,634  
親会社の所有者に帰
属する持分合計 

非支配株主持分 3,015 ― △3,084 △69  非支配持分 

純資産合計 59,916 ― △23,351 36,565  資本合計 

負債純資産合計 236,259 △17,907 67,405 285,757  負債及び資本合計 

 

 



 

【訂正後】 

前連結会計年度(2021年３月31日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

資産の部      資産 

流動資産      流動資産 

現金及び預金 50,198 △1,128 138 49,208  現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金 42,983 1,428 42,997 87,410  
営業債権及び 
その他の債権 

販売用不動産 19,778 △14,147 △329 5,301  棚卸資産 

貯蔵品 1,210 △1,210 ― ―   

 ― 6,533 ― 6,533  その他の金融資産 

前渡金 18,403 △464 △17,939 ―   

その他 13,217 11,143 △18,193 6,167  その他の流動資産 

貸倒引当金 △55 55 ― ―   

流動資産合計 145,736 2,210 6,674 154,620  流動資産合計 

固定資産      非流動資産 

有形固定資産 22,462 4,118 △4,055 22,524 (5) 有形固定資産 

 ― 1,989 17,813 19,803 (3) 使用権資産 

無形固定資産       

のれん 14,219 ― 1,153 15,373 (4) のれん 

顧客関連資産 11,433 △11,433 ― ―   

ソフトウエア 6,823 △6,823 ― ―   

その他 25 △25 ― ―   

 ― 18,292 ― 18,292  無形資産 

投資その他の資産       

投資有価証券 14,221 △13,995 △225 ―   

 ― 9,584 ― 9,584  投資不動産 

 ― 13,405 △53 13,352 (6) 
持分法で会計処理 
されている投資 

敷金及び保証金 14,828 △14,828 ― ―   

 ― 18,373 112 18,485 (7) その他の金融資産 

繰延税金資産 3,103 ― 11,669 14,772 (9) 繰延税金資産 

その他 3,497 △3,166 487 818  その他の非流動資産 

貸倒引当金 △211 211 ― ―   

固定資産合計 90,403 15,703 26,902 133,008  非流動資産合計 

繰延資産       

繰延資産合計 120 ― △120 ― (7)  

資産合計 236,259 17,913 33,456 287,628  資産合計 

 



 

1.  
      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 
表示組替 

(1) 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

負債の部      負債及び資本 

      負債 

流動負債      流動負債 

買掛金 8,443 3,145 12 11,601  
営業債務及び 
その他の債務 

短期借入金 12,591 12,680 ― 25,271 (7) 社債及び借入金 

１年以内返済予定の 
長期借入金 

12,369 △12,369 ― ―   

 ― 752 40,559 41,311 (3) リース負債 

未払法人税等 3,097 ― ― 3,097  未払法人所得税 

 ― 3,463 3,258 6,721 (2) 契約負債 

 ― 12,403 5,291 17,695 (7) その他の金融負債 

前受金 21,588 △21,588 ― ―   

賞与引当金 1,030 △1,030 ― ―   

 ― ― 297 297 (8) 引当金 

その他 22,997 △15,392 1,070 8,675  その他の流動負債 

流動負債合計 82,119 △17,937 50,489 114,670  流動負債合計 

固定負債      非流動負債 

転換社債型新株予約
権付社債 

24,752 55,278 △1,987 78,043 (7) 社債及び借入金 

社債 1,016 △989 △26 ―   

長期借入金 54,295 △54,288 △6 ―   

 ― 1,802 15,250 17,053 (3) リース負債 

 ― ― 20,281 20,281 (2) 契約負債 

長期預り敷金 7,476 △7,476 ― ―   

 ― 7,929 43 7,972  その他の金融負債 

 ― 29 6,800 6,829 (8) 引当金 

繰延税金負債 3,468 ― △17 3,451 (9) 繰延税金負債 

その他 3,214 △2,256 △69 888  その他の非流動負債 

固定負債合計 94,223 29 40,267 134,520  非流動負債合計 

負債合計 176,342 △17,907 90,756 249,191  負債合計 

純資産の部      資本 

資本金 2,667 ― ― 2,667  資本金 

資本剰余金 2,584 ― △2,156 428  資本剰余金 

利益剰余金 53,437 ― △22,551 30,886 (12) 利益剰余金 

自己株式 △3,250 ― ― △3,250  自己株式 

その他の包括利益 
累計額 

1,188 273 6,312 7,775 
(7)(10) 
(11) 

その他の資本の 
構成要素 

新株予約権 273 △273 ― ―   

 ― ― ― 38,506  
親会社の所有者に帰
属する持分合計 

非支配株主持分 3,015 ― △3,084 △69  非支配持分 

純資産合計 59,916 ― △21,479 38,437  資本合計 

負債純資産合計 236,259 △17,907 69,277 287,628  負債及び資本合計 

 

 



 

② 資本の調整に関する注記 

【訂正前】 

(12) 利益剰余金に関する調整(税効果考慮後) 

   (単位：百万円) 

調整項目 
移行日 

 (2020年４月１日) 

前第１四半期 
連結会計期間末 

 (2020年６月30日) 

前連結会計年度末 
 (2021年３月31日) 

(2) 収益認識に関する調整 △14,007 285 △544 

(3) リースに関する調整 △2,468 2 △168 

(4) のれんの計上額の調整 △179 276 911 

(5) 有形固定資産の計上額の調整 △2,572 11 △105 

(7) 金融商品に関する調整 △824 △118 860 

(8) 引当金に関する調整 △235 △392 36 

(10) 権利確定条件付き有償新株予約権に
関する調整 

△1,503 △100 △449 

(11) 在外営業活動体の換算差額の調整 △2,079 - - 

その他 △752 △60 △290 

合計 △24,622 △96 250 

 

【訂正後】 

(12) 利益剰余金に関する調整(税効果考慮後) 

   (単位：百万円) 

調整項目 
移行日 

 (2020年４月１日) 

前第１四半期 
連結会計期間末 

 (2020年６月30日) 

前連結会計年度末 
 (2021年３月31日) 

(2) 収益認識に関する調整 △14,007 △13,722 △14,551 

(3) リースに関する調整 △852 △850 850 

(4) のれんの計上額の調整 △179 97 732 

(5) 有形固定資産の計上額の調整 △2,572 △2,561 △2,677 

(7) 金融商品に関する調整 △824 △942 36 

(8) 引当金に関する調整 △235 △627 △199 

(10) 権利確定条件付き有償新株予約権に
関する調整 

△1,503 △1,603 △1,952 

(11) 在外営業活動体の換算差額の調整 △2,079 △2,079 △2,079 

その他 △808 △863 △2,715 

合計 △23,059 △23,150 △22,551 

 



 

③ 包括利益に対する調整 

【訂正前】 

前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

四半期純利益 980 ― 126 1,106  四半期利益 

       

その他の包括利益      その他の包括利益 

      
純損益に振り替えられ
ることのない項目 

その他有価証券評価 
差額金 

13 ― 42 56  

その他の包括利益を
通じて公正価値で測
定する資本性金融資
産 

 ― △0 ― △0  
持分法適用会社にお
けるその他の包括利
益に対する持分 

      
純損益にその後に振り
替えられる可能性のあ
る項目 

為替換算調整勘定 559 ― 2 562 (5) 
在外営業活動体の換
算差額 

持分法適用会社に 
対する持分相当額 

△24 0 4 △19  
持分法適用会社にお
けるその他の包括利
益に対する持分 

その他の包括利益合計 548 ― 49 597  その他の包括利益合計 

四半期包括利益 1,528 ― 176 1,704  四半期包括利益 

 

【訂正後】 

前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

四半期純利益 980 ― 126 1,106  四半期利益 

       

その他の包括利益      その他の包括利益 

      
純損益に振り替えられ
ることのない項目 

その他有価証券評価 
差額金 

13 ― 42 56  

その他の包括利益を
通じて公正価値で測
定する資本性金融資
産 

 ― △20 ― △20  
持分法適用会社にお
けるその他の包括利
益に対する持分 

      
純損益にその後に振り
替えられる可能性のあ
る項目 

為替換算調整勘定 559 ― 2 562 (5) 
在外営業活動体の換
算差額 

持分法適用会社に 
対する持分相当額 

△24 20 4 ―  
持分法適用会社にお
けるその他の包括利
益に対する持分 

その他の包括利益合計 548 ― 49 597  その他の包括利益合計 

四半期包括利益 1,528 ― 176 1,704  四半期包括利益 

 

 



 

【訂正前】 

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

売上高 333,603 △3,294 △174,238 156,071 (2) 売上収益 

売上原価 271,448 △2,661 △173,691 95,095 (3) 売上原価 

売上総利益 62,155 △633 △546 60,975  売上総利益 

販売費及び一般管理費 49,658 ― △301 49,357 (4) 販売費及び一般管理費 

  ― 2,320 △40 2,280   その他の収益 

  ― 1,144 223 1,367   その他の費用 

営業利益 12,496 543 △508 12,530   営業利益 

営業外収益 4,702 △4,702 ― ―     

営業外費用 1,069 △1,069 ― ―     

特別利益 304 △304 ― ―     

特別損失 703 △703 ― ―     

  ― 945 △801 144   金融収益 

  ― 767 1,081 1,849   金融費用 

  ― 2,512 100 2,613   持分法による投資利益 

税金等調整前当期純利益 15,730 ― △2,292 13,438   税引前当期利益 

法人税等合計 6,100 ― △754 5,345   法人所得税費用 

当期純利益 9,630 ― △1,537 8,093   当期利益 

 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

当期純利益 9,630 ― △1,537 8,093  当期利益 

         

その他の包括利益      その他の包括利益 

       
純損益に振り替えられ
ることのない項目 

その他有価証券評価 
差額金 

75 ― △45 30  

その他の包括利益を
通じて公正価値で測
定する資本性金融資
産 

   0 ― 0  
純損益にその後に振り
替えられる可能性のあ
る項目 

為替換算調整勘定 3,216 ― 0 3,217 (5) 
在外営業活動体の換
算差額 

持分法適用会社に 
対する持分相当額 

52 ― △70 △19  
持分法によるその他
の包括利益 

その他の包括利益合計 3,344 ― △115 3,229  その他の包括利益合計 

包括利益 12,974 ― △1,652 11,322  当期包括利益 

 



 

【訂正後】 

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

売上高 333,603 △3,294 △174,238 156,071 (2) 売上収益 

売上原価 271,448 △2,661 △173,691 95,095 (3) 売上原価 

売上総利益 62,155 △633 △546 60,975  売上総利益 

販売費及び一般管理費 49,658 ― △301 49,357 (4) 販売費及び一般管理費 

  ― 2,320 △40 2,280   その他の収益 

  ― 1,144 223 1,367   その他の費用 

営業利益 12,496 543 △508 12,530   営業利益 

営業外収益 4,702 △4,702 ― ―     

営業外費用 1,069 △1,069 ― ―     

特別利益 304 △304 ― ―     

特別損失 703 △703 ― ―     

  ― 945 △801 144   金融収益 

  ― 767 1,081 1,849   金融費用 

  ― 2,512 100 2,613   持分法による投資利益 

税金等調整前当期純利益 15,730 ― △2,292 13,438   税引前当期利益 

法人税等合計 6,100 ― △1,010 5,089   法人所得税費用 

当期純利益 9,630 ― △1,281 8,348   当期利益 

 

      (単位：百万円) 

日本基準表示科目 日本基準 表示組替 
認識及び 
測定の差異 

IFRS 注記 IFRS表示科目 

当期純利益 9,630 ― △1,281 8,348  当期利益 

         

その他の包括利益      その他の包括利益 

       
純損益に振り替えられ
ることのない項目 

その他有価証券評価 
差額金 

75 ― △45 30  

その他の包括利益を
通じて公正価値で測
定する資本性金融資
産 

   △18 ― △18  
純損益にその後に振り
替えられる可能性のあ
る項目 

為替換算調整勘定 3,216 ― 0 3,217 (5) 
在外営業活動体の換
算差額 

持分法適用会社に 
対する持分相当額 

52 18 △70 －  
持分法によるその他
の包括利益 

その他の包括利益合計 3,344 ― △115 3,229  その他の包括利益合計 

包括利益 12,974 ― △1,396 11,577  当期包括利益 

 

 

以 上 


