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令和４年６月８日 

 

各  位 

 

  

会 社 名  フリージア・マクロス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 奥山 一寸法師 

(コード：6343 東証スタンダード) 

問合せ先  会計責任者  村田 幸生 

  (TEL 03-6635-1833) 

 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「令和４ 年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の 

一部訂正について 
 

 

令和４年５月 27 日に公表いたしました「令和４ 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。 

 

 

記 

 

 

１．訂正の理由 

 

「令和４ 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、連結財務諸表等の数値に誤りが判明

したため、訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

 

サマリー 1ページ 

1．令和4年3月期の連結財務業績(令和3年4月1日～令和4年3月31日) 

(1) 連結経営成績 

(訂正前) 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

4年3月期 7,011 3.3 1,102 37.5 1,684 188.8 481 － 

3年3月期 6,788 △13.6 801 △14.0 583 △54.8 △308 － 

(注) 包括利益 4年3月期 1,129百万円 (△13.6％)  3年3月期 1,307百万円 (217.1％) 

 

 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 ％ ％ ％ 

4年3月期 10.70 － 6.1 6.4 15.7 

3年3月期 △6.86 － △4.2 2.4 11.8 

(参考) 持分法投資損益  4年3月期 565百万円  3年3月期 △240百万円 
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(訂正後) 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

4年3月期 7,011 3.3 1,102 37.5 1,602 174.8 410 － 

3年3月期 6,788 △13.6 801 △14.0 583 △54.8 △308 － 

(注) 包括利益 4年3月期 1,056百万円 (△19.2％)  3年3月期 1,307百万円 (217.1％) 

 

 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 ％ ％ ％ 

4年3月期 9.12 － 5.2 6.1 15.7 

3年3月期 △6.86 － △4.2 2.4 11.8 

(参考) 持分法投資損益  4年3月期 483百万円  3年3月期 △240百万円 

 

(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 

4年3月期 27,100 13,486 29.7 178.93 

3年3月期 25,174 12,385 30.8 172.17 

(参考) 自己資本  4年3月期 8,052百万円  3年3月期 7,748百万円 

 

(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 

4年3月期 27,100 13,495 29.7 179.12 

3年3月期 25,174 12,385 30.8 172.17 

(参考) 自己資本  4年3月期 8,061百万円  3年3月期 7,748百万円 
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サマリー 2ページ 

(参考) 個別業績の概要 

令和4年3月期の個別業績(令和3年4月1日～令和4年3月31日) 

(1) 個別経営成績 

(訂正前) 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

4年3月期 574 △2.3 134 9.5 △62 － △60 － 

3年3月期 588 △23.6 122 △6.2 △3 － △429 － 

 

 
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 

 円 銭 円 銭 

4年3月期 △1.35 － 

3年3月期 △9.55 － 

(訂正後) 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

4年3月期 574 △2.3 134 9.5 △62 － △50 － 

3年3月期 588 △23.6 122 △6.2 △3 － △429 － 

 

 
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 

 円 銭 円 銭 

4年3月期 △1.12 － 

3年3月期 △9.55 － 

 

(2) 個別財政状態 

(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 

4年3月期 14,715 4,629 31.5 102.87 

3年3月期 15,034 4,828 32.1 107.29 

(参考)自己資本  4年3月期 4,629百万円  3年3月期 4,828百万円 

 

(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 

4年3月期 14,715 4,638 31.5 103.06 

3年3月期 15,034 4,828 32.1 107.29 

(参考)自己資本  4年3月期 4,638百万円  3年3月期 4,828百万円 
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添付資料 2ページ 

１．経営成績等の概況 

(１) 当期の経営成績の概況 

〈省略〉 

(訂正前) 

また、より健全な財務基盤を構築するため、固定費・変動費の見直しを行った結果、営業利益は

1,102百万円と前年同期に比べ300百万円（37.5％）増加し、この営業利益の増加及び持分法適用関連

会社の業績の回復を受けて、経常利益は1,684百万円と前年同期に比べ1,100百万円（188.8％）増加、

親会社株主に帰属する当期純利益は481百万円（前年同期親会社株主に帰属する当期純損失△308百万

円）となりました。 

 

(訂正後) 

また、より健全な財務基盤を構築するため、固定費・変動費の見直しを行った結果、営業利益は

1,102百万円と前年同期に比べ300百万円（37.5％）増加し、この営業利益の増加及び持分法適用関連

会社の業績の回復を受けて、経常利益は1,602百万円と前年同期に比べ1,019百万円（174.8％）増加、

親会社株主に帰属する当期純利益は410百万円（前年同期親会社株主に帰属する当期純損失△308百万

円）となりました。 

 

(２) 当期の財政状態の概況 

〈省略〉 

(訂正前) 

また、負債は、前連結会計年度末に比べ、825百万円増加し、13,613百万円となりました。主な要因

は、借入金が増加したことなどによります。 

この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ1,100百万円増加し、13,486百万円となりました。 

 

(訂正後) 

また、負債は、前連結会計年度末に比べ、816百万円増加し、13,605百万円となりました。主な要因

は、借入金が増加したことなどによります。 

この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ1,109百万円増加し、13,495百万円となりました。 

 

  



- 5 - 

添付資料 6ページ～20ページ 

４．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：千円) 

 
前連結会計年度 

(令和３年３月 31 日) 
当連結会計年度 

(令和４年３月 31 日) 

〈省略〉 

固定負債   

社債 70,000 50,000 

長期借入金 6,011,701 6,854,357 

完成工事補償引当金 32,858 30,248 

繰延税金負債 276,457 226,828 

退職給付に係る負債 40,148 40,530 

負ののれん 112,003 90,098 

その他 181,562 469,844 

固定負債合計 6,724,731 7,761,908 

負債合計 12,788,191 13,613,669 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,077,766 2,077,766 

資本剰余金 973,811 973,811 

利益剰余金 4,011,141 4,470,729 

自己株式 △20,212 △20,364 

株主資本合計 7,042,507 7,501,943 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 703,930 592,001 

繰延ヘッジ損益 61 61 

為替換算調整勘定 1,552 △4,995 

退職給付に係る調整累計額 545 △36,395 

その他の包括利益累計額合計 706,090 550,671 

非支配株主持分 4,637,323 5,433,836 

純資産合計 12,385,921 13,486,451 

負債純資産合計 25,174,113 27,100,121 
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(訂正後) 
  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(令和３年３月 31 日) 
当連結会計年度 

(令和４年３月 31 日) 

〈省略〉 

固定負債   

社債 70,000 50,000 

長期借入金 6,011,701 6,854,357 

完成工事補償引当金 32,858 30,248 

繰延税金負債 276,457 218,217 

退職給付に係る負債 40,148 40,530 

負ののれん 112,003 90,098 

その他 181,562 469,844 

固定負債合計 6,724,731 7,753,297 

負債合計 12,788,191 13,605,058 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,077,766 2,077,766 

資本剰余金 973,811 973,811 

利益剰余金 4,011,141 4,481,087 

自己株式 △20,212 △20,364 

株主資本合計 7,042,507 7,512,301 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 703,930 590,254 

繰延ヘッジ損益 61 61 

為替換算調整勘定 1,552 △4,995 

退職給付に係る調整累計額 545 △36,395 

その他の包括利益累計額合計 706,090 548,924 

非支配株主持分 4,637,323 5,433,836 

純資産合計 12,385,921 13,495,062 

負債純資産合計 25,174,113 27,100,121 
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(２) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

(連結損益計算書) 

(訂正前) 
  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 
 至 令和３年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 令和３年４月１日 

 至 令和４年３月31日) 

〈省略〉 

営業外収益   

受取利息 9,690 10,680 

受取配当金 37,978 49,900 

持分法による投資利益 － 565,246 

負ののれん償却額 21,905 21,905 

助成金収入 87,720 189,769 

その他 78,320 25,712 

営業外収益合計 235,614 863,214 

〈省略〉 

経常利益 583,238 1,684,192 

〈省略〉 

税金等調整前当期純利益 559,069 1,728,426 

法人税、住民税及び事業税 418,527 413,736 

法人税等調整額 △13,430 30,069 

法人税等合計 405,096 443,806 

当期純利益 153,973 1,284,620 

非支配株主に帰属する当期純利益 462,890 802,919 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△） 
△308,917 481,700 

 

 

(訂正後) 
  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 
 至 令和３年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 令和３年４月１日 

 至 令和４年３月31日) 

〈省略〉 

営業外収益   

受取利息 9,690 10,680 

受取配当金 37,978 49,900 

持分法による投資利益 － 483,575 

負ののれん償却額 21,905 21,905 

助成金収入 87,720 189,769 

その他 78,320 25,712 

営業外収益合計 235,614 781,543 

〈省略〉 

経常利益 583,238 1,602,521 

〈省略〉 

税金等調整前当期純利益 559,069 1,646,755 

法人税、住民税及び事業税 418,527 413,736 

法人税等調整額 △13,430 19,711 

法人税等合計 405,096 433,448 

当期純利益 153,973 1,213,306 

非支配株主に帰属する当期純利益 462,890 802,919 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△） 
△308,917 410,387 
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(連結包括利益計算書) 

(訂正前) 
  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 
 至 令和３年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 令和３年４月１日 

 至 令和４年３月 31 日) 

当期純利益 153,973 1,284,620 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 975,500 △115,840 

持分法適用会社に対する持分相当額 178,041 △39,578 

その他の包括利益合計 1,153,542 △155,418 

包括利益 1,307,515 1,129,201 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 844,630 326,281 

非支配株主に係る包括利益 462,884 802,919 

 

 

(訂正後) 
  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 
 至 令和３年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 令和３年４月１日 

 至 令和４年３月 31 日) 

当期純利益 153,973 1,213,306 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 975,500 △117,587 

持分法適用会社に対する持分相当額 178,041 △39,578 

その他の包括利益合計 1,153,542 △157,166 

包括利益 1,307,515 1,056,140 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 844,630 253,221 

非支配株主に係る包括利益 462,884 802,919 
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(３) 連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) 

(訂正前) 
    (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 2,077,766 973,811 4,011,141 △20,212 7,042,507 

会計方針の変更による累積的
影響額 

     

会計方針の変更を反映した当期
首残高 

2,077,766 973,811 4,011,141 △20,212 7,042,507 

当期変動額      

剰余金の配当   △22,112  △22,112 

親会社株主に帰属する当期純
損失（△） 

  481,700  481,700 

自己株式の取得    △151 △151 

自己株式の処分      

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） 

     

当期変動額合計 － － 459,587 △151 459,436 

当期末残高 2,077,766 973,811 4,470,729 △20,364 7,501,943 

 
        

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 
 

その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調整累計額 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当期首残高 703,930 61 1,552 545 706,090 4,637,323 12,385,921 

会計方針の変更による累積的
影響額 

     △5,746 △5,746 

会計方針の変更を反映した当期
首残高 

703,930 61 1,552 545 706,090 4,631,577 12,380,174 

当期変動額        

剰余金の配当       △22,112 

親会社株主に帰属する当期純
損失（△） 

      481,700 

自己株式の取得       △151 

自己株式の処分        

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） 

△111,929 － △6,548 △36,941 △155,418 802,259 646,840 

当期変動額合計 △111,929 － △6,548 △36,941 △155,418 802,259 1,106,276 

当期末残高 592,001 61 △4,995 △36,395 550,671 5,433,836 13,486,451 

 

  



- 10 - 

(訂正後) 
    (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 2,077,766 973,811 4,011,141 △20,212 7,042,507 

会計方針の変更による累積的
影響額 

  64,130  64,130 

会計方針の変更を反映した当期
首残高 

2,077,766 973,811 4,075,272 △20,212 7,106,638 

当期変動額      

剰余金の配当   △22,112  △22,112 

親会社株主に帰属する当期純
損失（△） 

  410,387  410,387 

自己株式の取得    △151 △151 

自己株式の処分      

連結範囲の変動   17,540  17,540 

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） 

     

当期変動額合計 － － 405,814 △151 405,663 

当期末残高 2,077,766 973,811 4,481,087 △20,364 7,512,301 

 
        

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 
 

その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調整累計額 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当期首残高 703,930 61 1,552 545 706,090 4,637,323 12,385,921 

会計方針の変更による累積的
影響額 

     △5,746 58,384 

会計方針の変更を反映した当期
首残高 

703,930 61 1,552 545 706,090 4,631,577 12,444,305 

当期変動額        

剰余金の配当       △22,112 

親会社株主に帰属する当期純
損失（△） 

      410,387 

自己株式の取得       △151 

自己株式の処分        

連結範囲の変動       17,540 

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） 

△113,676 － △6,548 △36,941 △157,166 802,259 645,093 

当期変動額合計 △113,676 － △6,548 △36,941 △157,166 802,259 1,050,756 

当期末残高 590,254 61 △4,995 △36,395 548,924 5,433,836 13,495,062 
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(訂正前) 
  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 
 至 令和３年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 令和３年４月１日 

 至 令和４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 559,069 1,728,426 

減価償却費 159,482 145,491 

負ののれん償却額 △21,905 △21,905 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,028 △75 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,295 382 

受取利息及び受取配当金 △47,669 △60,581 

支払利息 127,466 153,982 

持分法による投資損益（△は益） 240,314 △565,246 

固定資産売却損益（△は益） △0 △6,283 

〈省略〉 

 

 

(訂正後) 
  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 
 至 令和３年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 令和３年４月１日 

 至 令和４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 559,069 1,646,755 

減価償却費 159,482 145,491 

負ののれん償却額 △21,905 △21,905 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,028 △75 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,295 382 

受取利息及び受取配当金 △47,669 △60,581 

支払利息 127,466 153,982 

持分法による投資損益（△は益） 240,314 △483,575 

固定資産売却損益（△は益） △0 △6,283 

〈省略〉 
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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) 

 
 
 

前連結会計年度 
（自  令和２年４月１日 
至  令和３年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  令和３年４月１日 
至  令和４年３月31日） 

１株当たり純資産額 172.17円 178.93円 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） △6.86円 10.70円 

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 

(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 令和２年４月１日 
至 令和３年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 令和３年４月１日 
至 令和４年３月31日） 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社 

株主に帰属する当期純損失（△） 
（千円） △308,917 481,700 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） 
（千円） △308,917 481,700 

期中平均株式数 （千株） 45,005 45,005 

 

 

(訂正後) 

 
 
 

前連結会計年度 
（自  令和２年４月１日 

至  令和３年３月 31
日） 

当連結会計年度 
（自  令和３年４月１日 

至  令和４年３月 31
日） 

１株当たり純資産額 172.17 円 179.12 円 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） △6.86 円 9.12 円 

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 

(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 令和２年４月１日 
至 令和３年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 令和３年４月１日 
至 令和４年３月31日） 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社 

株主に帰属する当期純損失（△） 
（千円） △308,917 410,387 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） 
（千円） △308,917 410,387 

期中平均株式数 （千株） 45,005 45,005 

 

 

 

 

以上 


