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（訂正）2021 年 12月期 決算短信〔ＳＦＲＳ(Ｉ)及びＩＦＲＳ〕（連結）の一部訂正に

ついて 
 

2022年２月 14日に公表いたしました「2021年 12月期 決算短信〔ＳＦＲＳ(Ｉ)及びＩＦＲＳ〕（連

結）」の記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。な

お、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

１．訂正の理由 

「2021年 12月期 決算短信〔ＳＦＲＳ(Ｉ)及びＩＦＲＳ〕（連結）」につきまして、2021年 12月期

の「当期包括利益」、2020 年 12月期の「期末発行済株式数（自己株式を含む)」、並びに 2021年 12月

期及び 2020年 12月期の「期中平均株式数」を訂正する必要性を認識したため、これを訂正いたしま

す。なお、当該訂正に伴い、2021年 12月期及び 2020年 12月期の「基本的 1 株当たり当期利益」及び

「希薄化後 1株当たり当期利益」、2020年 12月期の「1株当たり親会社所有者帰属持分」、並びに

2022年 12月期の連結業績予想における「基本的１株当たり当期利益」の増減率もそれぞれ訂正いたし

ます。 

また、連結財務諸表においても、連結損益及び包括利益計算書における「退職給付制度の再測定

額」、「税引後その他の包括利益(損失)」、並びに連結キャッシュ・フロー計算書における「有形固定

資産除売却益」及び「有形固定資産除売却損」について訂正する必要性を認識したため、それぞれ訂正

いたします。 

 

  



 

 
 

２．訂正箇所 
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１．2021年12月期の連結業績（2021年１月１日～2021年12月31日） 

（１）連結経営成績 

 

【訂正前】 

 (単位：千米ドル（百万円）、％表示は対前期増減率)  
 

  売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益 
親会社の所有者に 

帰属する当期利益 

当期包括利益 

合計 

2021年 12月期 
73,113 

24.1% 
7,866 

△4.3% 
7,552 

0.9% 
4,992 

△23.4% 
4,951 

△24.5% 
3,649 

△43.6% 
(8,410)  (905)  (869)   (574)   (569)   (420)  

2020年 12月期 
58,912 

- 
8,217 

- 
7,483 

- 
6,514 

- 
6,554 

- 
6,475 

- 
(6,776)  (945)  (861)  (749)  (754)   (745)  

 
(単位：米ドル（円）)  

 

  
基本的１株当たり

当期利益 

希薄化後１株当たり

当期利益 

親会社所有者帰属持

分当期利益率 

資産合計 

税引前利益率 

売上収益 

営業利益率 

2021年 12月期 
0.49 0.49 

13.8% 10.9% 10.8% 
(56.41) (56.41) 

2020年 12月期 
0.65 0.65 

- - 13.9% 
(74.67) (74.67) 

 

【訂正後】 

 (単位：千米ドル（百万円）、％表示は対前期増減率)  
 

  売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益 
親会社の所有者に 

帰属する当期利益 

当期包括利益 

合計 

2021年 12月期 
73,113 

24.1% 
7,866 

△4.3% 
7,552 

0.9% 
4,992 

△23.4% 
4,951 

△24.5% 
3,650 

△43.6% 
(8,410)  (905)  (869)   (574)   (569)   (420)  

2020年 12月期 
58,912 

- 
8,217 

- 
7,483 

- 
6,514 

- 
6,554 

- 
6,475 

- 
(6,776)  (945)  (861)  (749)  (754)   (745)  

 
(単位：米ドル（円）)  

 

  
基本的１株当たり

当期利益 

希薄化後１株当たり

当期利益 

親会社所有者帰属持

分当期利益率 

資産合計 

税引前利益率 

売上収益 

営業利益率 

2021年 12月期 
0.31 0.31 

13.8% 10.9% 10.8% 
(35.72) (35.72) 

2020年 12月期 
0.41 0.41 

- - 13.9% 
(47.47) (47.47) 

 
 

（２）連結財政状態 

 

【訂正前】 
 
 (単位：千米ドル（百万円）) 
  

  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 

１株あたり親会社

所有者帰属持分 

2021年 12月期 
83,849 50,806 50,697 

60.5% 
2.58 米ドル 

         (9,644)            (5,844)           (5,831)      (297.10 円) 

2020年 12月期 
54,493 21,182 21,107 

38.7% 
1.08 米ドル 

         (6,268)            (2,436)            (2,428)  (123.70 円) 
 

【訂正後】 

(単位：千米ドル（百万円）) 

  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 

１株あたり親会社

所有者帰属持分 

2021年 12月期 
83,849 50,806 50,697 

60.5% 
2.58 米ドル 

         (9,644)            (5,844)           (5,831)      (297.10 円) 

2020年 12月期 
54,493 21,182 21,107 

38.7% 
1.33 米ドル 

         (6,268)            (2,436)            (2,428)  (152.87 円) 
 



 

 
 

３．2022年 12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022年 12月 31日） 

 

【訂正前】 
 (単位：千米ドル（百万円）、％表示は対前期増減率) 
 

  売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益 
基本的１株当たり当期利益

（米ドル、円） 

通期 
79,624 

8.9% 
9,686 

23.1% 
9,715 

28.6% 
7,791 

56.1% 
0.40 

△19.1% 
(9,158)  (1,114)  (1,117)   (896)  (45.66) 

 

【訂正後】 
 (単位：千米ドル（百万円）、％表示は対前期増減率) 
 

  売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益 
基本的１株当たり当期利益

（米ドル、円） 

通期 
79,624 

8.9% 
9,686 

23.1% 
9,715 

28.6% 
7,791 

56.1% 
0.40 

27.8% 
(9,158)  (1,114)  (1,117)   (896)  (45.66) 
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※注記事項 

（３）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12月期 19,626,676 株 2020年12月期 19,626,676 株 

② 期末自己株式数 2021年12月期 - 株 2020年12月期 - 株 

③ 期中平均株式数 2021年12月期 10,095,245 株 2020年12月期 10,095,245 株 

 

【訂正後】 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年12月期 19,626,676 株 2020年12月期 15,881,275 株 

② 期末自己株式数 2021年12月期 - 株 2020年12月期 - 株 

③ 期中平均株式数 2021年12月期 15,944,592 株 2020年12月期 15,881,275 株 

  



 

 
 

添付資料５ページ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結損益及び包括利益計算書 

 

【訂正前】 

 
当連結会計年度 

(2021 年 1 月１日～ 

2021 年 12 月 31 日） 

前連結会計年度 

(2020 年 1 月１日～ 

2020 年 12 月 31 日） 
 米ドル 百万円 米ドル 百万円 

売上収益 73,113,389 8,410 58,912,373 6,776 

売上原価 △20,472,743 △2,355 △16,005,688 △1,841 

 売上総利益 52,640,646 6,055 42,906,685 4,935 

その他の収益 150,588 17 3,102,848 357 

販売費 △10,516,703 △1,210 △8,648,403 △995 

一般管理費  △33,973,172 △3,908 △28,830,525 △3,316 

その他の営業費用 △435,008 △50 △313,568 △36 

 営業利益 7,866,351 905 8,217,037 945 

金融収益 2,840 0 2,443 0 

金融費用 △367,784 △42 △516,866 △59 

持分法による投資損益 51,064 6 △219,476 △25 

 税引前利益 7,552,471 869 7,483,138 861 

法人所得税費用 △2,560,812 △295 △968,981 △111 

 当期利益 4,991,659 574 6,514,157 749 

当期利益の帰属:      

 親会社の所有者 4,951,236 569 6,553,738 754 

 非支配持分 40,423 5 △39,581 △5 

その他の包括利益（損失）     

純損益に振り替えられる可能性のある 

その他の包括利益(損失)： 
    

 在外営業活動体の換算差額 △1,305,219 △150 △56,635 △7 

持分法のその他の包括利益 △30,624 △4 22,197 3 

純損益に振り替えられることのない 

その他の包括利益(損失) 
    

退職給付制度の再測定額 △7,098 △1 △5,062 △1 

税引後その他の包括利益(損失) △1,342,941 △154 △39,500 △5 

 当期包括利益合計 3,648,718 420 6,474,657 745 

当期包括利益(損失)の帰属:        

 親会社の所有者 3,613,359 416 6,509,147 749 

 非支配持分 35,359        4 △34,490 △4 

親会社の所有者に帰属する１株当たり利益:     

 基本及び希薄化後（米セント/円） 49.05 56.41 64.92 74.67 

  



 

 
 

【訂正後】 

 
当連結会計年度 

(2021 年 1 月１日～ 

2021 年 12 月 31 日） 

前連結会計年度 

(2020 年 1 月１日～ 

2020 年 12 月 31 日） 
 米ドル 百万円 米ドル 百万円 

売上収益 73,113,389 8,410 58,912,373 6,776 

売上原価 △20,472,743 △2,355 △16,005,688 △1,841 

 売上総利益 52,640,646 6,055 42,906,685 4,935 

その他の収益 150,588 17 3,102,848 357 

販売費 △10,516,703 △1,210 △8,648,403 △995 

一般管理費  △33,973,172 △3,908 △28,830,525 △3,316 

その他の営業費用 △435,008 △50 △313,568 △36 

 営業利益 7,866,351 905 8,217,037 945 

金融収益 2,840 0 2,443 0 

金融費用 △367,784 △42 △516,866 △59 

持分法による投資損益 51,064 6 △219,476 △25 

 税引前利益 7,552,471 869 7,483,138 861 

法人所得税費用 △2,560,812 △295 △968,981 △111 

 当期利益 4,991,659 574 6,514,157 749 

当期利益の帰属:      

 親会社の所有者 4,951,236 569 6,553,738 754 

 非支配持分 40,423 5 △39,581 △5 

その他の包括利益（損失）     

純損益に振り替えられる可能性のある 

その他の包括利益(損失)： 
    

 在外営業活動体の換算差額 △1,305,219 △150 △56,635 △7 

持分法のその他の包括利益 △30,624 △4 22,197 3 

純損益に振り替えられることのない 

その他の包括利益(損失) 
    

退職給付制度の再測定額 △5,837 △1 △5,062 △1 

税引後その他の包括利益(損失) △1,341,680 △154 △39,500 △5 

 当期包括利益合計 3,649,979 420 6,474,657 745 

当期包括利益(損失)の帰属:        

 親会社の所有者 3,614,620 416 6,509,147 749 

 非支配持分 35,359        4 △34,490 △4 

親会社の所有者に帰属する１株当たり利益:     

 基本及び希薄化後（米セント/円） 31.05 35.72 41.27 47.47 
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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 

 

【訂正前】 
  

 
当連結会計年度 

(2021 年 1 月１日～ 

2021 年 12 月 31 日） 

前連結会計年度 

(2020 年 1 月１日～ 

2020 年 12 月 31 日） 
 米ドル 百万円 米ドル 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー         

 税引前利益 7,552,471 869 7,483,138 861 

  営業活動によるキャッシュ・フローへの調整:     

  金融収益       △2,840        △0 △2,443        △0 

  純損益を通じて公正価値で測定する 

金融資産の評価損益 
106,554 12 △827,976 △95 

  有形固定資産除売却益 1,492 0 -  -  

  子会社及び事業の売却損益 18,224 2 △466,537 △54 

  バーゲン・パーチェスによる利得 -  -  △1,590,312 △183 

  新型コロナウイルス感染症に関連した 

賃料減免 
△120,816 △14 △791,495 △91 

  減価償却費（有形固定資産） 686,259 79 726,365 84 

  減価償却費（使用権資産） 3,631,652 418 4,580,241 527 

  その他の償却費（無形資産） 281,111 32 284,817 33 

  減損損失(有形固定資産) 5,946 1 -  -  

  棚卸資産評価損 43,878 5 59,486 7 

  有形固定資産除売却損 -  -  4,111 0 

  無形資産除売却損益 -  -  31,828 4 

  リース資産除却損益（△は利益） △72,599 △8 △31,142 △4 

  貸倒損失・引当金等（△は戻入） 5,263 1 △40,202 △5 

  減損損失（無形資産） 3,101 0 -  -  

  減損損失（使用権資産) 236,163 27 63,538 7 

  減損損失（有形固定資産) 51,882 6 76,064 9 

  減損損失（その他無形資産） -  -  16,369 2 

  金融費用 367,784 42 516,866 59 

  持分法による投資純損益（△は利益） △51,064 △6 219,476 25 

  退職給付に係る費用 16,498 2 92,379 11 

  新株予約権の発行 123,219 14 -  -  

運転資本の変動前の営業キャッシュ・インフロー 12,884,178 1,482 10,404,571 1,197 

運転資本の変動：     

  その他の流動資産の増減額（△は増加） 475,140 55 19,800 2 

  契約資産の増加 △249,844 △29 -  -  

  棚卸資産の増減額（△は増加） △743,180 △85 △790,024 △91 

  営業債権の増減額（△は増加） △1,320,537 △152 131,816 15 

  営業債務の増減額（△は減少） 789,363 91 △46,949 △5 

  営業債務以外の債務の増減額（△は減少） 2,289,407 263 △455,338 △52 

  取締役に対する債務の増減額（△は減少） -  -  △301,232 △35 

  小計 14,124,527 1,625 8,962,644 1,031 

  法人所得税の支払額 △2,351,395 △270 △950,032 △109 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,773,132 1,354 8,012,612 922 

投資活動によるキャッシュ・フロー -   -   

  利息の受取額 2,840 0 2,443 0 

  配当金の受取額 -  -  46,804 5 

  有形固定資産の取得による支出 △264,149 △30 △566,505 △65 

  無形資産の取得による支出 △123,328 △14 △60,493 △7 

  子会社及び事業の取得による支出 △1,115,681 △128 △2,056,897 △237 

  子会社及び事業の売却による収入 2,681 0    △601,411      △69 

担保に提供されている定期預金の 

減少/(増加) 
△4,663       △1       △4,537       △0 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,502,300 △173 △2,028,700 △233 

財務活動によるキャッシュ・フロー -   -   



 

 
 

 新規株式公開費用 △2,532,104 △291 -  -  

 株式の発行による収入 28,691,926 3,300 1,170,000 135 

 借入による収入 2,860,372 329 2,936,156 338 

 借入金の返済による支出 △5,519,733 △635 △4,388,736 △505 

 リース負債の返済による支出 △3,603,846 △415 △3,796,142 △437 

 支払利息（リース負債） △104,090 △12 △147,840 △17 

 自己株式の取得による支出 △168,310 △19    △344,305       △40 

 利息の支払額 △263,694 △30 △369,026 △42 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 19,360,521 2,227 △4,939,893 △568 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,631,353 3,408 1,044,019 120 

現金及び現金同等物の期首残高 9,678,340 1,113 8,145,175 937 

現金及び現金同等物の為替変動による影響 △796,796 △92 489,146 56 

現金及び現金同等物の期末残高 38,512,897 4,430 9,678,340 1,113 

現金及び現金同等物の内訳:     

 現金及び預金 38,512,897 4,430 9,763,255 1,123 

 当座貸越 -  -  △84,915 △10 

現金及び現金同等物の期末残高 38,512,897 4,430 9,678,340 1,113 

 

 



 

 
 

【訂正後】 
  

 
当連結会計年度 

(2021 年 1 月１日～ 

2021 年 12 月 31 日） 

前連結会計年度 

(2020 年 1 月１日～ 

2020 年 12 月 31 日） 
 米ドル 百万円 米ドル 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー         

 税引前利益 7,552,471 869 7,483,138 861 

  営業活動によるキャッシュ・フローへの調整:     

  金融収益       △2,840        △0 △2,443        △0 

  純損益を通じて公正価値で測定する 

金融資産の評価損益 
106,554 12 △827,976 △95 

  子会社及び事業の売却損益 18,224 2 △466,537 △54 

  バーゲン・パーチェスによる利得 -  -  △1,590,312 △183 

  新型コロナウイルス感染症に関連した 

賃料減免 
△120,816 △14 △791,495 △91 

  減価償却費（有形固定資産） 686,259 79 726,365 84 

  減価償却費（使用権資産） 3,631,652 418 4,580,241 527 

  その他の償却費（無形資産） 281,111 32 284,817 33 

  減損損失(有形固定資産) 5,946 1 -  -  

  棚卸資産評価損 43,878 5 59,486 7 

  有形固定資産除売却損 1,492  0  4,111 0 

  無形資産除売却損益 -  -  31,828 4 

  リース資産除却損益（△は利益） △72,599 △8 △31,142 △4 

  貸倒損失・引当金等（△は戻入） 5,263 1 △40,202 △5 

  減損損失（無形資産） 3,101 0 -  -  

  減損損失（使用権資産) 236,163 27 63,538 7 

  減損損失（有形固定資産) 51,882 6 76,064 9 

  減損損失（その他無形資産） -  -  16,369 2 

  金融費用 367,784 42 516,866 59 

  持分法による投資純損益（△は利益） △51,064 △6 219,476 25 

  退職給付に係る費用 16,498 2 92,379 11 

  新株予約権の発行 123,219 14 -  -  

運転資本の変動前の営業キャッシュ・インフロー 12,884,178 1,482 10,404,571 1,197 

運転資本の変動：     

  その他の流動資産の増減額（△は増加） 475,140 55 19,800 2 

  契約資産の増加 △249,844 △29 -  -  

  棚卸資産の増減額（△は増加） △743,180 △85 △790,024 △91 

  営業債権の増減額（△は増加） △1,320,537 △152 131,816 15 

  営業債務の増減額（△は減少） 789,363 91 △46,949 △5 

  営業債務以外の債務の増減額（△は減少） 2,289,407 263 △455,338 △52 

  取締役に対する債務の増減額（△は減少） -  -  △301,232 △35 

  小計 14,124,527 1,625 8,962,644 1,031 

  法人所得税の支払額 △2,351,395 △270 △950,032 △109 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,773,132 1,354 8,012,612 922 

投資活動によるキャッシュ・フロー -   -   

  利息の受取額 2,840 0 2,443 0 

  配当金の受取額 -  -  46,804 5 

  有形固定資産の取得による支出 △264,149 △30 △566,505 △65 

  無形資産の取得による支出 △123,328 △14 △60,493 △7 

  子会社及び事業の取得による支出 △1,115,681 △128 △2,056,897 △237 

  子会社及び事業の売却による収入 2,681 0    △601,411      △69 

担保に提供されている定期預金の 

減少/(増加) 
△4,663       △1       △4,537       △0 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,502,300 △173 △2,028,700 △233 

財務活動によるキャッシュ・フロー -   -   

 新規株式公開費用 △2,532,104 △291 -  -  

 株式の発行による収入 28,691,926 3,300 1,170,000 135 

 借入による収入 2,860,372 329 2,936,156 338 

 借入金の返済による支出 △5,519,733 △635 △4,388,736 △505 

 リース負債の返済による支出 △3,603,846 △415 △3,796,142 △437 

 支払利息（リース負債） △104,090 △12 △147,840 △17 



 

 
 

 自己株式の取得による支出 △168,310 △19    △344,305       △40 

 利息の支払額 △263,694 △30 △369,026 △42 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 19,360,521 2,227 △4,939,893 △568 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,631,353 3,408 1,044,019 120 

現金及び現金同等物の期首残高 9,678,340 1,113 8,145,175 937 

現金及び現金同等物の為替変動による影響 △796,796 △92 489,146 56 

現金及び現金同等物の期末残高 38,512,897 4,430 9,678,340 1,113 

現金及び現金同等物の内訳:     

 現金及び預金 38,512,897 4,430 9,763,255 1,123 

 当座貸越 -  -  △84,915 △10 

現金及び現金同等物の期末残高 38,512,897 4,430 9,678,340 1,113 
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(５）連結財務諸表に関する注記事項 
（１株当たり情報） 

 

【訂正前】 

 
当連結会計年度 

(2021 年 1月１日～2021 年 12月 31 日） 

前連結会計年度 

(2020 年 1月１日～2020 年 12月 31 日） 

親会社の所有者に帰属する当期利益 
米ドル 

（百万円） 

4,951,236 6,553,738 

(569)                     (754) 

基本的１株当たり当期利益 
米ドル 

（円） 

0.49 0.65 

(56.41) (74.67)  

希薄化後１株当たり当期利益 
米ドル 

（円） 

0.49 0.65 

(56.41) (74.67)  

期中平均株数 10,095,245 10,095,245 

希薄化後の期中平均普通株式数 10,095,245 10,095,245 

 

【訂正後】 

 
当連結会計年度 

(2021 年 1月１日～2021 年 12月 31 日） 

前連結会計年度 

(2020 年 1月１日～2020 年 12月 31 日） 

親会社の所有者に帰属する当期利益 
米ドル 

（百万円） 

4,951,236 6,553,738 

(569)                     (754) 

基本的１株当たり当期利益 
米ドル 

（円） 

0.31 0.41 

(35.72) (47.47)  

希薄化後１株当たり当期利益 
米ドル 

（円） 

0.31 0.41 

(35.72) (47.47)  

期中平均株数 15,944,592 15,881,275 

希薄化後の期中平均普通株式数 15,944,592 15,881,275 

 

以上 

 


