
 

 

 

2022 年 12 月 16 日 

各 位 

会 社 名 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 

代 表 者 名 代表取締役社長 三 室 克 哉 

（コード番号：4071 東証グロース） 

問 合 せ 先 取締役 コーポレート部門担当 野 口 祥 吾 

（ TEL. 03-6432-0427） 

 

(訂正・数値データ訂正)「2022 年９月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について 

 

  2022 年 11 月 14日に公表いたしました「2022 年９月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の

記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

記 

１.訂正の理由 

「2022 年９月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の貸借対照表およびキャッシュ・フロー計

算書の表示内容に一部誤りがあることが判明したため、関連する箇所の訂正を行うものです。 

 

２.訂正の内容（訂正箇所は下線部） 

＜添付資料 ７ページ＞ 

（１）貸借対照表 

（訂正前） 

 （単位：千円）

 前事業年度 
（2021 年９月 30 日） 

当事業年度 
（2022 年９月 30 日） 

純資産の部   
株主資本   

資本金 63,475 88,221 
資本剰余金   

資本準備金 53,475 78,221 
資本剰余金合計 53,475 78,221 

利益剰余金   
利益準備金 2,500 2,500 
その他利益剰余金 4,776,675 6,284,545 

繰越利益剰余金 4,776,675 6,284,545 
利益剰余金合計 4,779,175 6,287,045 

株主資本合計 4,896,125 6,453,261 
自己株式 － △226 

新株予約権 11,295 10,803 
純資産合計 4,907,421 6,464,065 

負債純資産合計 6,135,228 7,944,770 

 

 



 

 

（訂正後） 

 （単位：千円）

 前事業年度 
（2021 年９月 30 日） 

当事業年度 
（2022 年９月 30 日） 

純資産の部   
株主資本   

資本金 63,475 88,221 
資本剰余金   

資本準備金 53,475 78,221 
資本剰余金合計 53,475 78,221 

利益剰余金   
利益準備金 2,500 2,500 
その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 4,776,675 6,284,545 
利益剰余金合計 4,779,175 6,287,045 

自己株式 － △226 
株主資本合計 4,896,125 6,453,261 

新株予約権 11,295 10,803 
純資産合計 4,907,421 6,464,065 

負債純資産合計 6,135,228 7,944,770 

 



 

 

＜添付資料 11 ページ＞ 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 2020年10月１日 
 至 2021年９月30日） 

当事業年度 
（自 2021年10月１日 
 至 2022年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前当期純利益 2,091,357 2,685,282 
減価償却費 24,653 29,598 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △951 94 
賞与引当金の増減額（△は減少） 14,505 30,354 
長期前払費用償却額 17 － 
資産除去債務戻入益 － △13,623 
受取利息及び受取配当金 △3,175 △3,185 
株式交付費 16,835 － 
上場関連費用 10,500 － 
助成金収入 △10,236 － 
固定資産除却損 1,804 2,606 
投資有価証券売却損益（△は益） － － 
売上債権の増減額（△は増加） △199,964 △194,089 
棚卸資産の増減額（△は増加） 728 3,483 
仕入債務の増減額（△は減少） 22,597 20,189 
前払費用の増減額（△は増加） △42,782 △39,989 
未払金の増減額（△は減少） 67,075 13,845 
未払費用の増減額（△は減少） 4,967 57,221 
未払消費税等の増減額（△は減少） △12,998 △4,911 
契約負債の増減額（△は減少） － 42,331 
前受収益の増減額（△は減少） 9,021 － 
その他 8,733 7,988 
小計 2,002,690 2,637,196 
利息及び配当金の受取額 3,175 3,185 
助成金の受取額 10,236 － 
法人税等の支払額 △467,936 △830,158 
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,548,165 1,810,223 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の売却による収入 － 85,337 
有形固定資産の取得による支出 △48,953 △163,967 
無形固定資産の取得による支出 － △14,696 
投資有価証券の売却による収入 － － 
投資有価証券の取得による支出 － － 
関係会社株式の取得による支出 － △538,093 
保険積立金の積立による支出 △1,735 － 
保険積立金の解約による収入 － 19,131 
敷金及び保証金の回収による収入 － 930 
敷金及び保証金の差入による支出 △8,480 △96,511 
投資活動によるキャッシュ・フロー △59,170 △707,868 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
新株予約権の発行による収入 － － 
株式の発行による収入 90,114 49,000 
上場関連費用の支出 △10,500 △226 
配当金の支払額 △205,000 △287,247 
財務活動によるキャッシュ・フロー △125,385 △238,473 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,363,609 863,881 
現金及び現金同等物の期首残高 3,251,129 4,614,738 
現金及び現金同等物の期末残高 4,614,738 5,478,619 



 

 

（訂正後） 

 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 2020年10月１日 
 至 2021年９月30日） 

当事業年度 
（自 2021年10月１日 
 至 2022年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前当期純利益 2,091,357 2,685,282 
減価償却費 24,653 29,598 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △951 94 
賞与引当金の増減額（△は減少） 14,505 30,354 
長期前払費用償却額 17 － 
資産除去債務戻入益 － △13,623 
受取利息及び受取配当金 △3,175 △3,185 
株式交付費 16,835 － 
上場関連費用 10,500 － 
助成金収入 △10,236 － 
固定資産除却損 1,804 2,606 
売上債権の増減額（△は増加） △199,964 △194,089 
棚卸資産の増減額（△は増加） 728 3,483 
仕入債務の増減額（△は減少） 22,597 20,189 
前払費用の増減額（△は増加） △42,782 △39,989 
未払金の増減額（△は減少） 67,075 13,845 
未払費用の増減額（△は減少） 4,967 57,221 
未払消費税等の増減額（△は減少） △12,998 △4,911 
契約負債の増減額（△は減少） － 42,331 
前受収益の増減額（△は減少） 9,021 － 
その他 8,733 7,988 
小計 2,002,690 2,637,196 
利息及び配当金の受取額 3,175 3,185 
助成金の受取額 10,236 － 
法人税等の支払額 △467,936 △830,158 
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,548,165 1,810,223 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の売却による収入 － 85,337 
有形固定資産の取得による支出 △48,953 △163,967 
無形固定資産の取得による支出 － △14,696 
関係会社株式の取得による支出 － △538,093 
保険積立金の積立による支出 △1,735 － 
保険積立金の解約による収入 － 19,131 
敷金及び保証金の回収による収入 － 930 
敷金及び保証金の差入による支出 △8,480 △96,511 
投資活動によるキャッシュ・フロー △59,170 △707,868 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
株式の発行による収入 90,114 49,000 
自己株式の取得による支出 － △226 
上場関連費用の支出 △10,500 － 
配当金の支払額 △205,000 △287,247 
財務活動によるキャッシュ・フロー △125,385 △238,473 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,363,609 863,881 
現金及び現金同等物の期首残高 3,251,129 4,614,738 
現金及び現金同等物の期末残高 4,614,738 5,478,619 

 

以上 


