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各 位

会 社 名 株式会社バンク・オブ・イノベーション

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 樋 口 智 裕

（コード：4393 東証グロース）

問合せ先 取締役CFO経営管理部長 河 内 三 佳

（TEL．03-4500-2899）

(((((訂正訂正訂正訂正訂正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))「「「「「22222000002222222222年年年年年９９９９９月月月月月期期期期期 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信［［［［［日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準］］］］］(((((連結連結連結連結連結)))))」」」」」ののののの

一部訂正について一部訂正について一部訂正について一部訂正について一部訂正について

当社は、2022年11月14日に発表した「2022年９月期 決算短信［日本基準］(連結)」に一部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も送

信いたします。

　

記

１．訂正の理由

「2022年９月期 決算短信［日本基準］(連結)」の発表後に、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等

変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書の表示内容及び連結財務諸表に関する注記事項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あります。

２．訂正の内容 (訂正箇所は下線部)
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（１）連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当連結会計年度
(2022年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

建物 10,679 10,679

減価償却累計額 △10,580 △10,637

建物（純額） 98 42

【訂正後】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当連結会計年度
(2022年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

建物 10,679 10,679

減価償却累計額 △10,580 △10,636

建物（純額） 98 42
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

【訂正前】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年10月１日
　至 2021年９月30日)

当連結会計年度
(自 2021年10月１日
　至 2022年９月30日)

営業外収益

受取利息 42 17

受取手数料 ― 6,413

助成金収入 17,164 3,330

その他 1,837 406

営業外収益合計 19,045 10,168

【訂正後】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年10月１日
　至 2021年９月30日)

当連結会計年度
(自 2021年10月１日
　至 2022年９月30日)

営業外収益

受取利息 42 17

受取手数料 928 6,413

助成金収入 17,164 3,330

その他 909 406

営業外収益合計 19,045 10,168
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（３）連結株主資本等変動計算書

【訂正前】

　前連結会計年度(自 2020年10月１日 至 2021年９月30日)

(単位：千円)

株主資本
新株予約権 純資産合計

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 490,943 468,383 491,571 △194,015 1,256,883 ― 1,256,883

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
― ― ― ―

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△541,587 △541,587 △541,587

自己株式の取得 △273 △273 △273

自己株式の処分 △4,185 11,451 7,266 7,266

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
― ―

当期変動額合計 ― ― △545,772 11,177 △534,595 ― △534,595

当期末残高 490,943 468,383 △54,201 △182,838 722,287 ― 722,287

　当連結会計年度(自 2021年10月１日 至 2022年９月30日)

(単位：千円)

株主資本
新株予約権 純資産合計

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 490,943 468,383 △54,201 △182,838 722,287 ― 722,287

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
69,985 245,533 315,519 315,519

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△838,454 △838,454 △838,454

自己株式の取得 △201 △201 △201

自己株式の処分 182,942 182,942 182,942

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
17,231 17,231

当期変動額合計 69,985 245,533 △838,454 182,740 △340,194 17,231 △322,963

当期末残高 560,929 713,916 △892,655 △97 382,092 17,231 399,324

　



【訂正後】

　前連結会計年度(自 2020年10月１日 至 2021年９月30日)

(単位：千円)

株主資本
新株予約権 純資産合計

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 490,943 468,383 491,571 △194,015 1,256,883 ― 1,256,883

当期変動額

新株の発行（新株予約権

の行使）
― ― ― ―

親会社株主に帰属する当

期純損失（△）
△541,587 △541,587 △541,587

自己株式の取得 △273 △273 △273

自己株式の処分（新株予

約権の行使）
△4,185 11,451 7,266 7,266

株主資本以外の項目の当

期変動額(純額)
― ―

当期変動額合計 ― ― △545,772 11,177 △534,595 ― △534,595

当期末残高 490,943 468,383 △54,201 △182,838 722,287 ― 722,287

　当連結会計年度(自 2021年10月１日 至 2022年９月30日)

(単位：千円)

株主資本
新株予約権 純資産合計

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 490,943 468,383 △54,201 △182,838 722,287 ― 722,287

当期変動額

新株の発行（新株予約権

の行使）
69,985 69,985 139,971 139,971

親会社株主に帰属する当

期純損失（△）
△838,454 △838,454 △838,454

自己株式の取得 △201 △201 △201

自己株式の処分（新株予

約権の行使）
175,547 182,942 358,489 358,489

株主資本以外の項目の当

期変動額(純額)
17,231 17,231

当期変動額合計 69,985 245,533 △838,454 182,740 △340,194 17,231 △322,963

当期末残高 560,929 713,916 △892,655 △97 382,092 17,231 399,324
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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 2020年10月１日
　至 2021年９月30日)

当連結会計年度
(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

[省略]

未収消費税等の増減額（△は増加） 65,858 53,401

その他 △123,469 45,678

小計 △801,390 △961,416

【訂正後】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年10月１日
　至 2021年９月30日)

当連結会計年度
(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

[省略]

未収消費税等の増減額（△は増加） △65,858 53,401

その他 8,248 45,678

小計 △801,390 △961,416
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

【訂正前】

記載なし

【訂正後】

(表示方法の変更)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、金額的重要性が増し

たため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結

会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた1,837千円

は、「受取手数料」928千円、「その他」909千円として組み替えております。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の

増減額 (△は増加)」は、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させ

るため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に表示していた△57,610千円は、「未収消費税等の増減額 (△は増加)」△65,858千円、「その

他」8,248千円として組み替えております。

以 上

　


