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2021 年 11 月 15 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) 

「2022 年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 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〔日本基準〕（連結）」の記載

内容に一部訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。当社は2022年３月期第１四半期連

結会計期間において企業結合に係るのれん(moto株式会社取得に伴うもの)を認識し、四半期連結財務諸表

に計上しておりますが、そののれんに係る償却の会計処理に誤りが判明しました。会計監査人との協議の

元、当初は2022年３月期第２四半期連結会計期間に処理する予定でしたが、その後、会計監査人の指摘に

より2022年３月期第１四半期連結会計期間に処理すべきものであったことが判明したため、第１四半期決

算短信を訂正することといたしました。なお、訂正部分には下線を付しております。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いたします。 

 

記 

 

1． 訂正理由 

「2022 年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」発表後に、のれんに係る償却の会計処理に

誤りが判明しました。これに伴い、「2022 年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」を訂正する

ことといたしました。なお、訂正に際しては重要性がないため訂正を行っていなかった事項の訂正も併せて行

っております。 

 

2． 訂正箇所(下線部が訂正箇所となります) 

（サマリー情報) 

【訂正前】 

 （百万円未満切捨て）
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） 
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2022 年３月期第１四半期 766 △35.3 36 △65.3 33 △66.7 7 △89.1 

2021 年３月期第１四半期 1,184 － 106 － 101 － 68 －  
（注）包括利益 2022 年３月期第１四半期 7百万円 （△88.7％）  2021 年３月期第１四半期 66百万円 （－％） 
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１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

2022 年３月期第１四半期 2.02 1.97 

2021 年３月期第１四半期 18.90 18.58 

(注）１．2020 年 3 月期第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、2021 年 3 月期第１四半期の 

対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

２．2020 年 10 月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。前期首に当該株式分割が行われた

と仮定して、「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」を算定しておりま

す。 

 

【訂正後】 
 
 （百万円未満切捨て）
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） 
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2022 年３月期第１四半期 766 △35.3 15 △85.2 12 △87.6 △13 － 

2021 年３月期第１四半期 1,184 － 106 － 101 － 68 －  
（注）包括利益 2022 年３月期第１四半期 △13百万円 （－％）  2021 年３月期第１四半期 66百万円 （－％） 
 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

2022 年３月期第１四半期 △3.69 － 

2021 年３月期第１四半期 18.90 18.58 

(注）１．2020 年 3 月期第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、2021 年 3 月期第１四半期の 

対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

２．2020 年 10 月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。前期首に当該株式分割が行われた

と仮定して、「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」を算定しておりま

す。 

３．潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの 1株当たり四半期純損失である

ため、記載しておりません。 

 

 

（サマリー情報) 

【訂正前】 

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

2022 年３月期第１四半期 2,885 1,221 42.0 

2021 年３月期 2,268 1,229 53.4  
（参考）自己資本 2022 年３月期第１四半期 1,212百万円  2021 年３月期 1,211百万円 
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【訂正後】 

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

2022 年３月期第１四半期 2,864 1,200 41.6 

2021 年３月期 2,268 1,229 53.4  
（参考）自己資本 2022 年３月期第１四半期 1,191百万円  2021 年３月期 1,211百万円 

 

（添付資料 2 ページ) 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

【訂正前】 

このような状況の中、当社はネイティブ広告プラットフォーム「LOGLY lift」を軸に、広告主（代理店

を含む） の広告効果最大化や媒体社（以下メディア）の満足度向上を実現することにより、市場シェアを

順調に拡大しまし た。さらに、当第１四半期連結会計期間より新たに moto 株式会社を連結子会社として

連結財務諸表に組み込んでおります。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 766,982 千円とな

りました。また経常利益は 33,671 千円 となりました。 

 

【訂正後】 

このような状況の中、当社はネイティブ広告プラットフォーム「LOGLY lift」を軸に、広告主（代理店

を含む）の広告効果最大化や媒体社（以下メディア）の満足度向上を実現することにより、市場シェアを

順調に拡大しました。さらに、当第１四半期連結会計期間より新たに moto 株式会社を連結子会社として

連結財務諸表に組み込んでおります。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 766,982 千円とな

りました。また経常利益は 12,505 千円となりました。 

 

（添付資料 2 ページ) 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）財政状態に関する説明 

【訂正前】 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産は 968,287 千円となり、前連結会計年度末から

696,957 千円増加し ました。これは主にのれんの増加 677,295 千円によるものであります。  

 

【訂正後】 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産は 947,122 千円となり、前連結会計年度末から

675,791 千円増加しました。これは主にのれんの増加 656,129 千円によるものであります。 
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（添付資料 2 ページ) 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）財政状態に関する説明 

【訂正前】 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は 1,221,990 千円となり、前連結会計年度末から 7,212

千円減少しました。これは主に、利益剰余金が 7,495 千円増加した一方、子会社株式の追加取得により

資本剰余金が 6,031 千円、 非支配株主持分が 8,668 千円減少したことによるものであります。  

【訂正後】 

 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は 1,200,825 千円となり、前連結会計年度末から

28,377 千円減少しました。これは主に、利益剰余金が 13,670 千円、子会社株式の追加取得により資

本剰余金が 6,031 千円、非支配株主持分が 8,668 千円減少したことによるものであります。 
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（添付資料 3 ページ) 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 

【訂正前】 

（単位：千円）

 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) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 1,639,261 1,578,966 
受取手形及び売掛金 256,336 271,983 
その他 101,107 66,136 
流動資産合計 1,996,705 1,917,086 

固定資産   
有形固定資産 33,387 32,106 
無形固定資産   

のれん － 677,295 
無形固定資産合計 － 677,295 

投資その他の資産 237,943 258,886 
固定資産合計 271,330 968,287 

資産合計 2,268,035 2,885,373 
負債の部   

流動負債   
買掛金 393,508 369,879 
１年内返済予定の長期借入金 104,484 254,520 
未払法人税等 75,748 26,000 
前受金 112,055 126,200 
賞与引当金 19,937 12,676 
その他 74,309 65,646 
流動負債合計 780,042 854,923 

固定負債   
長期借入金 258,790 808,460 
固定負債合計 258,790 808,460 

負債合計 1,038,832 1,663,383 
純資産の部   

株主資本   
資本金 407,537 407,537 
資本剰余金 601,284 595,253 
利益剰余金 279,730 287,226 
自己株式 △77,021 △77,021 
株主資本合計 1,211,531 1,212,995 

新株予約権 9,003 8,995 
非支配株主持分 8,668 － 
純資産合計 1,229,203 1,221,990 

負債純資産合計 2,268,035 2,885,373 
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【訂正後】 

（単位：千円）

 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) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 1,639,261 1,578,966 
受取手形及び売掛金 256,336 271,983 
その他 101,107 66,136 
流動資産合計 1,996,705 1,917,086 

固定資産   
有形固定資産 33,387 32,106 
無形固定資産   

のれん － 656,129 
無形固定資産合計 － 656,129 

投資その他の資産 237,943 258,886 
固定資産合計 271,330 947,122 

資産合計 2,268,035 2,864,208 
負債の部   

流動負債   
買掛金 393,508 369,879 
１年内返済予定の長期借入金 104,484 254,520 
未払法人税等 75,748 26,000 
前受金 112,055 126,200 
賞与引当金 19,937 12,676 
その他 74,309 65,646 
流動負債合計 780,042 854,923 

固定負債   
長期借入金 258,790 808,460 
固定負債合計 258,790 808,460 

負債合計 1,038,832 1,663,383 
純資産の部   

株主資本   
資本金 407,537 407,537 
資本剰余金 601,284 595,253 
利益剰余金 279,730 266,060 
自己株式 △77,021 △77,021 
株主資本合計 1,211,531 1,191,829 

新株予約権 9,003 8,995 
非支配株主持分 8,668 － 
純資産合計 1,229,203 1,200,825 

負債純資産合計 2,268,035 2,864,208 
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（添付資料 4 ページ) 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

【訂正前】 

（単位：千円）

 
 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) 

売上高 1,184,910 766,982 
売上原価 946,969 558,289 
売上総利益 237,941 208,693 
販売費及び一般管理費 131,765 171,853 
営業利益 106,175 36,839 
営業外収益   

受取手数料 2 － 
受取利息 14 1 
雑収入 － 695 
営業外収益合計 17 697 

営業外費用   
為替差損 53 35 
支払利息 941 746 
投資事業組合運用損 4,017 3,083 
営業外費用合計 5,012 3,865 

経常利益 101,180 33,671 
税金等調整前四半期純利益 101,180 33,671 
法人税、住民税及び事業税 34,583 26,175 
法人税等調整額 － － 
法人税等合計 34,583 26,175 
四半期純利益 66,597 7,495 
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,093 － 
親会社株主に帰属する四半期純利益 68,690 7,495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 / 9 
 

【訂正後】 

（単位：千円）

 
 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) 

売上高 1,184,910 766,982 
売上原価 946,969 558,289 
売上総利益 237,941 208,693 
販売費及び一般管理費 131,765 193,019 
営業利益 106,175 15,674 
営業外収益   

受取手数料 2 － 
受取利息 14 1 
雑収入 － 695 
営業外収益合計 17 697 

営業外費用   
為替差損 53 35 
支払利息 941 746 
投資事業組合運用損 4,017 3,083 
営業外費用合計 5,012 3,865 

経常利益 101,180 12,505 
税金等調整前四半期純利益 101,180 12,505 
法人税、住民税及び事業税 34,583 26,175 
法人税等調整額 － － 
法人税等合計 34,583 26,175 
四半期純利益又は四半期純損失（△） 66,597 △13,670 
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,093 － 
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社に帰属する四半期純損失（△） 68,690 △13,670 

 

 

（添付資料 5 ページ) 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

【訂正前】 

（単位：千円）

 
 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) 

四半期純利益 66,597 7,495 
四半期包括利益 66,597 7,495 
（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 68,690 7,495 
非支配株主に係る四半期包括利益 △2,093 － 
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【訂正後】 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

 
 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) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 66,597 △13,670 
四半期包括利益 66,597 △13,670 
（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 68,690 △13,670 
非支配株主に係る四半期包括利益 △2,093 － 
 
 
 
 
 
 
 
                                        以上 


