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平成29年２月28日 

各 位 

会 社 名  ピクセルカンパニーズ株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 弘明 

(コード番号 2743 JASDAQ) 

問 合 せ 先 

役職・氏名  取締役副社長兼コーポレート本部長 本瀬 建 

電    話 03-6731-3410 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 
 

 

 平成28年２月14日に公表しました「平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について、下記の経

緯から訂正することといたしましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

1. 訂正の経緯 

訂正の経緯につきましては、平成 29 年２月 28 日付「（開示事項の経過）子会社の異動（ルクソニア株式

譲渡）及び特別損失の計上に関するお知らせ」のとおり、当社の子会社であったルクソニア株式会社の株式

譲渡代金の全額の支払いがなされておらず、当該代金及びルクソニア社に対する貸付金の回収を保守的に見

積り、未収金額 313 百万円の全額を平成 28 年 12 月期に貸倒引当処理したことにより、今回の訂正に至って

おります。 

 

2. 訂正内容 

訂正箇所には＿＿（下線）を付して表示しております。 

 

 

以上 
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＜サマリー情報＞ 

（訂正前） 

 （百万円未満切捨て） 

１．平成28年12月期の連結業績（平成28年１月１日～平成28年12月31日） 

（１）連結経営成績 （％表示は、対前期増減率）  

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年12月期 17,678 11.0 △174 - △181 - 97 - 

27年12月期 15,921 △1.3 45 - 34 - 1 -  
（注）包括利益 28年12月期 224 百万円 （-％）  27年12月期 △84 百万円 -（％） 

 

 
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 ％ ％ ％ 

28年12月期 11.69 10.47 4.3 △2.4 △1.0 

27年12月期 0.26 0.24 0.1 0.6 0.3 

（参考）持分法投資損益 28年12月期 66 百万円 27年12月期 - 百万円 

 

（２）連結財政状態 

 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 

28年12月期 9,888 3,089 30.8 244.26 

27年12月期 5,260 1,546 29.1 215.02  
（参考）自己資本 28年12月期 3,042 百万円  27年12月期 1,531 百万円  
        

～後略～        

        

（参考）個別業績の概要 

１．平成28年12月期の個別業績（平成28年１月１日～平成28年12月31日） 

（１）個別経営成績 （％表示は、対前期増減率）  
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年12月期 323 △96.6 △35 - △118 - △326 - 

27年12月期 9,619 △38.6 △87 - △76 - 40 -  
 

 
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 

28年12月期 △39.15 △35.06 

27年12月期 6.93 6.42 

 

（２）個別財政状態 

 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 

28年12月期  4,915 2,888 57.8 228.15 

27年12月期 5,340 1,515 28.1 210.64  
（参考）自己資本 28年12月期 2,842 百万円  27年12月期 1,499 百万円 

        

～後略～        
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（訂正後） 

 （百万円未満切捨て） 

１．平成28年12月期の連結業績（平成28年１月１日～平成28年12月31日） 

（１）連結経営成績 （％表示は、対前期増減率）  

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年12月期 17,678 11.0 △174 - △181 - △215 - 

27年12月期 15,921 △1.3 45 - 34 - 1 -  
（注）包括利益 28年12月期 △88 百万円 （-％）  27年12月期 △84 百万円 -（％） 

 

 
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 ％ ％ ％ 

28年12月期 △25.89 － △10.1 △2.4 △1.0 

27年12月期 0.26 0.24 0.1 0.6 0.3 

（参考）持分法投資損益 28年12月期 66 百万円 27年12月期 - 百万円 

 

（２）連結財政状態 

 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 

28年12月期 9,575 2,776 28.5 219.14 

27年12月期 5,260 1,546 29.1 215.02  
（参考）自己資本 28年12月期 2,729 百万円  27年12月期 1,531 百万円  
        

～後略～        

        

（参考）個別業績の概要 

１．平成28年12月期の個別業績（平成28年１月１日～平成28年12月31日） 

（１）個別経営成績 （％表示は、対前期増減率）  
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年12月期 323 △96.6 △35 - △118 - △594 - 

27年12月期 9,619 △38.6 △87 - △76 - 40 -  
 

 
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 

28年12月期 △71.32 － 

27年12月期 6.93 6.42 

 

（２）個別財政状態 

 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 

28年12月期  4,647 2,620 52.4 206.64 

27年12月期 5,340 1,515 28.1 210.64  
（参考）自己資本 28年12月期 2,574 百万円  27年12月期 1,499 百万円 

        

～後略～        
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１．経営成績・財政状態に関する分析 

（訂正前） 

（１）経営成績に関する説明 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府主導の経済政策や日本銀行の金融政策の効果等により、企業にお

ける雇用情勢や設備投資などに持直しの動きが見られたものの、中国をはじめとしたアジア新興国の経済の伸び悩

み等、世界経済先行きへの不安等の影響を受けたことから、回復基調は緩やかなものとなりました。 

このような状況の下、当社グループは、中長期的な成長に向けた事業基盤の拡充を目的に、経営資源の最適活用

及び経営管理を進めてまいりました。既存事業においては、事業の育成・発展に向けた経営資源の再投資及び卸売

事業の業容拡大を目的に、エステティックサロン向けにカタログ・インターネットを利用した化粧品・美容商材の

販売を主軸とする美容・越境事業を獲得いたしました。また、新規事業として、無線通信向け半導体製品の開発・

製造や、金融機関向けシステム開発及びスマートメーター開発を進めるIoT事業、カジノ向けゲーミングマシンを開

発・製造するエンターテイメント事業を獲得し、企業価値向上に向けた事業基盤の整備に注力してまいりました。 

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高17,678百万円(前年度比11.0％増)となりました。損益面では、

企業価値向上に向けた先行投資が増加した事や不採算事業の整理等で費用が増加した事等により、営業損失174百万

円(前年同期は営業利益45百万円)及び経常損失181百万円(前年同期は経常利益34百万円)となりました。親会社株主

に帰属する当期純損失は、中央電子工業株式会社を子会社化した際に発生した負ののれん益を計上したこと等によ

り、97百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益１百万円)となりました。 

 

～中略～ 

 

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末の資産につきましては、現金及び預金、のれん、関係会社株式が増加したこと等により、前連

結会計年度末に比べ4,628百万円増加し、9,888百万円となりました。 

当連結会計年度末の負債につきましては、短期借入金及び長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度

末に比べ3,085百万円増加し6,799百万円となりました。 

また、純資産につきましては、資本金や資本剰余金等が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,543百

万円増加し、3,089百万円となりました。 

 

～中略～ 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期 

自己資本比率（％） 20.8 29.1 30.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 21.7 45.6 54.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 7.9 － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.6 － － 

 

～後略～ 
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（訂正後） 

（１）経営成績に関する説明 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府主導の経済政策や日本銀行の金融政策の効果等により、企業にお

ける雇用情勢や設備投資などに持直しの動きが見られたものの、中国をはじめとしたアジア新興国の経済の伸び悩

み等、世界経済先行きへの不安等の影響を受けたことから、回復基調は緩やかなものとなりました。 

このような状況の下、当社グループは、中長期的な成長に向けた事業基盤の拡充を目的に、経営資源の最適活用

及び経営管理を進めてまいりました。既存事業においては、事業の育成・発展に向けた経営資源の再投資及び卸売

事業の業容拡大を目的に、エステティックサロン向けにカタログ・インターネットを利用した化粧品・美容商材の

販売を主軸とする美容・越境事業を獲得いたしました。また、新規事業として、無線通信向け半導体製品の開発・

製造や、金融機関向けシステム開発及びスマートメーター開発を進めるIoT事業、カジノ向けゲーミングマシンを開

発・製造するエンターテイメント事業を獲得し、企業価値向上に向けた事業基盤の整備に注力してまいりました。 

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高17,678百万円(前年度比11.0％増)となりました。損益面では、

企業価値向上に向けた先行投資が増加した事や不採算事業の整理等で費用が増加した事等により、営業損失174百万

円(前年同期は営業利益45百万円)及び経常損失181百万円(前年同期は経常利益34百万円)となり、親会社株主に帰属

する当期純損失は、平成28年11月に株式譲渡したルクソニア株式会社の株式譲渡代金及びルクソニア株式会社に対

する貸付債権の回収可能性について保守的に見積り貸倒引当処理を行ったことにより、215百万円(前年同期は親会

社株主に帰属する当期純利益１百万円)となりました。 

 

～中略～ 

 

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末の資産につきましては、現金及び預金、のれん、関係会社株式が増加したこと等により、前連

結会計年度末に比べ4,315百万円増加し、9,575百万円となりました。 

当連結会計年度末の負債につきましては、短期借入金及び長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度

末に比べ3,085百万円増加し6,799百万円となりました。 

また、純資産につきましては、資本金や資本剰余金等が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,230百

万円増加し、2,776百万円となりました。 

 

～中略～ 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期 

自己資本比率（％） 20.8 29.1 28.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 21.7 45.6 55.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 7.9 － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.6 － － 

 

～後略～ 
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５．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

（訂正前）  
  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 590,144 1,068,586 

受取手形及び売掛金 2,399,900 2,345,977 

製品 - 116,162 

商品 816,977 642,879 

仕掛品 - 250,377 

原材料 - 185,246 

前渡金 953,239 825,538 

その他 330,121 766,726 

貸倒引当金 △221,286 △16,040 

流動資産合計 4,869,098 6,185,453 

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,934 241,311 

減価償却累計額 △4,932 △57,804 

建物（純額） 15,002 183,506 

機械及び装置 - 7,985,797 

減価償却累計額 - △7,929,180 

機械及び装置（純額） - 56,617 

車両運搬具 - 70,882 

減価償却累計額 - △46,771 

車両運搬具（純額） - 24,110 

工具、器具及び備品 30,186 3,320,937 

減価償却累計額 △25,022 △3,262,631 

工具、器具及び備品（純額） 5,163 58,305 

その他 - 14,758 

減価償却累計額 - △2,608 

その他（純額） - 12,149 

土地 - 348,255 

有形固定資産合計 20,165 682,945 

無形固定資産   

のれん 148,608 924,798 

ソフトウエア仮勘定 - 280,800 

その他 8,149 53,026 

無形固定資産合計 156,757 1,258,625 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,000 1,440,896 

長期貸付金 136,509 137,059 

その他 227,495 338,245 

貸倒引当金 △163,653 △156,288 

投資その他の資産合計 210,352 1,759,913 

固定資産合計 387,275 3,701,483 

繰延資産   

社債発行費 4,047 2,023 

その他 37 - 

繰延資産合計 4,085 2,023 

資産合計 5,260,459 9,888,961 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,423,419 1,358,989 

短期借入金 1,089,945 1,871,819 

1年内返済予定の長期借入金 156,919 298,379 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

未払法人税等 29,544 113,146 

災害損失引当金 - 158,771 

前受金 225,561 174,477 

ポイント引当金 - 13,458 

繰延税金負債 2,530 - 

その他 180,813 589,719 

流動負債合計 3,208,732 4,678,760 

固定負債   

社債 250,000 150,000 

長期借入金 208,677 1,858,997 

その他 46,816 111,626 

固定負債合計 505,493 2,120,623 

負債合計 3,714,225 6,799,384 

純資産の部   

株主資本   

資本金 778,745 1,183,821 

資本剰余金 516,845 1,388,532 

利益剰余金 175,275 272,641 

株主資本合計 1,470,866 2,844,995 

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 5,114 - 

為替換算調整勘定 55,159 197,714 

その他の包括利益累計額合計 60,273 197,714 

新株予約権 15,094 46,866 

純資産合計 1,546,233 3,089,577 

負債純資産合計 5,260,459 9,888,961 
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（訂正後） 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 590,144 1,068,586 

受取手形及び売掛金 2,399,900 2,345,977 

製品 - 116,162 

商品 816,977 642,879 

仕掛品 - 250,377 

原材料 - 185,246 

前渡金 953,239 825,538 

その他 330,121 766,726 

貸倒引当金 △221,286 △329,040 

流動資産合計 4,869,098 5,872,453 

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,934 241,311 

減価償却累計額 △4,932 △57,804 

建物（純額） 15,002 183,506 

機械及び装置 - 7,985,797 

減価償却累計額 - △7,929,180 

機械及び装置（純額） - 56,617 

車両運搬具 - 70,882 

減価償却累計額 - △46,771 

車両運搬具（純額） - 24,110 

工具、器具及び備品 30,186 3,320,937 

減価償却累計額 △25,022 △3,262,631 

工具、器具及び備品（純額） 5,163 58,305 

その他 - 14,758 

減価償却累計額 - △2,608 

その他（純額） - 12,149 

土地 - 348,255 

有形固定資産合計 20,165 682,945 

無形固定資産   

のれん 148,608 924,798 

ソフトウエア仮勘定 - 280,800 

その他 8,149 53,026 

無形固定資産合計 156,757 1,258,625 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,000 1,440,896 

長期貸付金 136,509 137,059 

その他 227,495 338,245 

貸倒引当金 △163,653 △156,288 

投資その他の資産合計 210,352 1,759,913 

固定資産合計 387,275 3,701,483 

繰延資産   

社債発行費 4,047 2,023 

その他 37 - 

繰延資産合計 4,085 2,023 

資産合計 5,260,459 9,575,961 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成28年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,423,419 1,358,989 

短期借入金 1,089,945 1,871,819 

1年内返済予定の長期借入金 156,919 480,935 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

未払法人税等 29,544 113,146 

災害損失引当金 - 158,771 

前受金 225,561 174,477 

ポイント引当金 - 13,458 

繰延税金負債 2,530 - 

その他 180,813 589,719 

流動負債合計 3,208,732 4,861,316 

固定負債   

社債 250,000 150,000 

長期借入金 208,677 1,676,441 

その他 46,816 111,626 

固定負債合計 505,493 1,938,067 

負債合計 3,714,225 6,799,384 

純資産の部   

株主資本   

資本金 778,745 1,183,821 

資本剰余金 516,845 1,388,532 

利益剰余金 175,275 △40,358 

株主資本合計 1,470,866 2,531,995 

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 5,114 - 

為替換算調整勘定 55,159 197,714 

その他の包括利益累計額合計 60,273 197,714 

新株予約権 15,094 46,866 

純資産合計 1,546,233 2,776,577 

負債純資産合計 5,260,459 9,575,961 
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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 平成27年１月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

売上高 15,921,731 17,678,685 

売上原価 14,487,984 16,175,364 

売上総利益 1,433,747 1,503,321 

販売費及び一般管理費 1,388,285 1,678,245 

営業利益又は営業損失（△） 45,462 △174,923 

営業外収益   

受取利息 1,118 1,712 

受取配当金 47 6,794 

為替差益 40,899 14,148 

出資金評価益 - 21,739 

持分法による投資利益 - 66,092 

その他 7,565 35,732 

営業外収益合計 49,632 146,221 

営業外費用   

支払利息 29,667 100,913 

新株発行費 22,701 44,145 

その他 8,635 7,529 

営業外費用合計 61,004 152,589 

経常利益又は経常損失（△） 34,090 △181,292 

特別利益   

債務免除益 - 25,000 

固定資産売却益 - 8,587 

災害損失引当金戻入額 - 108,628 

寄付金収入 - 32,791 

投資有価証券売却益 858 - 

デリバティブ解約益 147,779 - 

負ののれん発生益 - 310,327 

その他 664 49,800 

特別利益合計 149,302 535,134 

特別損失   

特別支払手数料 - 25,496 

事業撤退損 124,463 83,203 

債権譲渡損 - 24,230 

固定資産除却損 11,430 520 

その他 17,374 100,183 

特別損失合計 153,268 233,633 

税金等調整前当期純利益 30,124 120,208 

法人税、住民税及び事業税 28,697 33,699 

法人税等調整額 △71 △102 

法人税等合計 28,626 33,597 

当期純利益 1,497 86,611 

非支配株主に帰属する当期純損失（△） - △10,754 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,497 97,366 
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（訂正後） 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

売上高 15,921,731 17,678,685 

売上原価 14,487,984 16,175,364 

売上総利益 1,433,747 1,503,321 

販売費及び一般管理費 1,388,285 1,678,245 

営業利益又は営業損失（△） 45,462 △174,923 

営業外収益   

受取利息 1,118 1,712 

受取配当金 47 6,794 

為替差益 40,899 14,148 

出資金評価益 - 21,739 

持分法による投資利益 - 66,092 

その他 7,565 35,732 

営業外収益合計 49,632 146,221 

営業外費用   

支払利息 29,667 100,913 

新株発行費 22,701 44,145 

その他 8,635 7,529 

営業外費用合計 61,004 152,589 

経常利益又は経常損失（△） 34,090 △181,292 

特別利益   

債務免除益 - 25,000 

固定資産売却益 - 8,587 

災害損失引当金戻入額 - 108,628 

寄付金収入 - 32,791 

投資有価証券売却益 858 - 

デリバティブ解約益 147,779 - 

負ののれん発生益 - 310,327 

その他 664 49,800 

特別利益合計 149,302 535,134 

特別損失   

特別支払手数料 - 25,496 

貸倒引当金繰入額 - 313,000 

事業撤退損 124,463 83,203 

債権譲渡損 - 24,230 

固定資産除却損 11,430 520 

その他 17,374 100,183 

特別損失合計 153,268 546,633 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
30,124 △192,791 

法人税、住民税及び事業税 28,697 33,699 

法人税等調整額 △71 △102 

法人税等合計 28,626 33,597 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,497 △226,388 

非支配株主に帰属する当期純損失（△） - △10,754 

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（△） 
1,497 △215,633 

 

  



－ 12 － 

 

 

（連結包括利益計算書） 

（訂正前）  
  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当期純利益 1,497 86,611 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △344 - 

繰延ヘッジ損益 △79,675 △5,114 

為替換算調整勘定 △5,805 △7,393 

持分法適用会社に対する持分相当額 - 149,949 

その他の包括利益合計 △85,826 137,441 

包括利益 △84,329 224,053 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △84,329 234,807 

非支配株主に係る包括利益 - △10,754 

 

 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,497 △226,388 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △344 - 

繰延ヘッジ損益 △79,675 △5,114 

為替換算調整勘定 △5,805 △7,393 

持分法適用会社に対する持分相当額 - 149,949 

その他の包括利益合計 △85,826 137,441 

包括利益 △84,329 △88,946 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △84,329 △78,192 

非支配株主に係る包括利益 - △10,754 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

 

～中略～ 

 

当連結会計年度（自平成28年１月１日 至平成28年12月31日） 

    (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 778,745 516,845 175,275 - 1,470,866 

当期変動額      

新株の発行 405,076 405,076   810,152 

親会社株主に帰属する当期

純利益   97,366  97,366 

株式交換による変動額  466,610   466,610 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 405,076 871,687 97,366 - 1,374,129 

当期末残高 1,183,821 1,388,532 272,641 - 2,844,995 

 

 

      

 その他の包括利益累計額 
新株予約権 

 
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 

その他の包括利益累

計額 

当期首残高 － 5,114 55,159 60,273 15,094 

当期変動額      

新株の発行      

親会社株主に帰属する当期

純利益      

株式交換による変動額      

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
- △5,114 142,555 137,441 31,772 

当期変動額合計 - △5,114 142,555 137,441 31,772 

当期末残高 - - 197,714 197,714 46,866 

 

 

  

 純資産合計 

当期首残高 1,546,233 

当期変動額  

新株の発行 810,152 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
97,366 

株式交換による変動額 466,610 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
169,213 

当期変動額合計 1,543,343 

当期末残高 3,089,577 
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（訂正後） 

 

～中略～ 

 

当連結会計年度（自平成28年１月１日 至平成28年12月31日） 

    (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 778,745 516,845 175,275 - 1,470,866 

当期変動額      

新株の発行 405,076 405,076   810,152 

親会社株主に帰属する当期

純損失（△）   △215,633  △215,633 

株式交換による変動額  466,610   466,610 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）      

当期変動額合計 405,076 871,687 △215,633 - 1,061,129 

当期末残高 1,183,821 1,388,532 △40,358 - 2,531,995 

 

      

 その他の包括利益累計額 
新株予約権 

 
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 

その他の包括利益累

計額 

当期首残高 － 5,114 55,159 60,273 15,094 

当期変動額      

新株の発行      

親会社株主に帰属する当期

純損失（△）      

株式交換による変動額      

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
- △5,114 142,555 137,441 31,772 

当期変動額合計 - △5,114 142,555 137,441 31,772 

当期末残高 - - 197,714 197,714 46,866 

 

  

 純資産合計 

当期首残高 1,546,233 

当期変動額  

新株の発行 810,152 

親会社株主に帰属する当期

純損失（△） 
△215,633 

株式交換による変動額 466,610 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
169,213 

当期変動額合計 1,230,343 

当期末残高 2,776,577 
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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 平成27年１月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12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 30,124 120,208 

減価償却費 6,486 35,568 

のれん償却額 22,542 52,137 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 561 △213,184 

その他の引当金の増減額（△は減少） - △149,029 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △36,652 - 

受取利息及び受取配当金 △1,166 △8,507 

支払利息 29,667 100,913 

持分法による投資損益（△は益） - △66,092 

為替差損益（△は益） △15,071 △6,991 

固定資産除却損 11,430 520 

固定資産売却損益（△は益） - △8,587 

子会社株式売却損益（△は益） - △29,631 

負ののれん発生益 - △310,327 

債務免除益 - △25,000 

事業撤退損 124,463 83,203 

新株発行費 22,701 44,145 

売上債権の増減額（△は増加） 534,794 516,193 

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,871 141,019 

前渡金の増減額（△は増加） △65,539 △529,715 

仕入債務の増減額（△は減少） △948,642 △1,024,419 

未払金の増減額（△は減少） △10,510 64,452 

未収入金の増減額（△は増加） 13,137 150,010 

前受金の増減額（△は減少） △135,521 △25,863 

デリバティブ解約益 △147,779 - 

その他 △22,935 △58,855 

小計 △690,782 △1,147,831 

利息及び配当金の受取額 1,106 31,554 

利息の支払額 △27,391 △104,811 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,045 △19,186 

事業再編による支出 △67,000 - 

デリバティブ取引解約による収入 147,779 - 

その他 △3,040 - 

営業活動によるキャッシュ・フロー △638,282 △1,240,274 



－ 16 － 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,000 △5,000 

定期預金の払戻による収入 300,000 - 

有形固定資産の取得による支出 △13,292 △19,284 

有形固定資産の売却による収入 - 180,761 

無形固定資産の取得による支出 △8,376 △159,161 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
- △324,437 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
30,250 5,889 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出 
- △13,363 

投融資による支出 △92,127 - 

投融資の回収による収入 250,153 - 

敷金の差入による支出 △34,608 △22,954 

その他 △2,768 15,777 

投資活動によるキャッシュ・フロー 409,232 △341,772 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △443,499 1,094,229 

長期借入れによる収入 100,000 945,240 

長期借入金の返済による支出 △174,520 △670,973 

社債の償還による支出 △100,000 △100,000 

リース債務の返済による支出 - 11,091 

株式の発行による収入 277,322 756,615 

新株予約権の発行による収入 15,094 41,163 

配当金の支払額 △266 - 

財務活動によるキャッシュ・フロー △325,869 2,077,366 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,618 △1,876 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △543,301 493,441 

現金及び現金同等物の期首残高 1,113,446 570,144 

現金及び現金同等物の期末残高 570,144 1,063,586 
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（訂正後） 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12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又は税金等調整前当期純

損失（△） 
30,124 △192,791 

減価償却費 6,486 35,568 

のれん償却額 22,542 52,137 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 561 99,815 

その他の引当金の増減額（△は減少） - △149,029 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △36,652 - 

受取利息及び受取配当金 △1,166 △8,507 

支払利息 29,667 100,913 

持分法による投資損益（△は益） - △66,092 

為替差損益（△は益） △15,071 △6,991 

固定資産除却損 11,430 520 

固定資産売却損益（△は益） - △8,587 

子会社株式売却損益（△は益） - △29,631 

負ののれん発生益 - △310,327 

債務免除益 - △25,000 

事業撤退損 124,463 83,203 

新株発行費 22,701 44,145 

売上債権の増減額（△は増加） 534,794 516,193 

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,871 141,019 

前渡金の増減額（△は増加） △65,539 △529,715 

仕入債務の増減額（△は減少） △948,642 △1,024,419 

未払金の増減額（△は減少） △10,510 64,452 

未収入金の増減額（△は増加） 13,137 150,010 

前受金の増減額（△は減少） △135,521 △25,863 

デリバティブ解約益 △147,779 - 

その他 △22,935 △58,855 

小計 △690,782 △1,147,831 

利息及び配当金の受取額 1,106 31,554 

利息の支払額 △27,391 △104,811 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,045 △19,186 

事業再編による支出 △67,000 - 

デリバティブ取引解約による収入 147,779 - 

その他 △3,040 - 

営業活動によるキャッシュ・フロー △638,282 △1,240,274 
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  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,000 △5,000 

定期預金の払戻による収入 300,000 - 

有形固定資産の取得による支出 △13,292 △19,284 

有形固定資産の売却による収入 - 180,761 

無形固定資産の取得による支出 △8,376 △159,161 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
- △324,437 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
30,250 5,889 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出 
- △13,363 

投融資による支出 △92,127 - 

投融資の回収による収入 250,153 - 

敷金の差入による支出 △34,608 △22,954 

その他 △2,768 15,777 

投資活動によるキャッシュ・フロー 409,232 △341,772 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △443,499 1,094,229 

長期借入れによる収入 100,000 945,240 

長期借入金の返済による支出 △174,520 △670,973 

社債の償還による支出 △100,000 △100,000 

リース債務の返済による支出 - 11,091 

株式の発行による収入 277,322 756,615 

新株予約権の発行による収入 15,094 41,163 

配当金の支払額 △266 - 

財務活動によるキャッシュ・フロー △325,869 2,077,366 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,618 △1,876 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △543,301 493,441 

現金及び現金同等物の期首残高 1,113,446 570,144 

現金及び現金同等物の期末残高 570,144 1,063,586 
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（訂正前） 

 

～中略～ 

 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日) 

１株当たり純資産額 215円 2銭 244円26銭 

１株当たり当期純利益 0円26銭 11円69銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 0円24銭 10円47銭 

（注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日) 

１株当たり当期純利益   

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） 
1,497 97,366 

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（千円） 
1,497 97,366 

期中平均株式数（株） 5,796,631 8,330,184 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額 

（千円） 
－ － 

普通株式増加数（株） 455,045 970,065 

（うち新株予約権（（株）） （455,045） （970,065） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

－ 
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（訂正後） 

 

～中略～ 

 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日) 

１株当たり純資産額 215円 2銭 219円14銭 

１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 0円26銭 △25円89銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 0円24銭 － 

（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため記

載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

 

前連結会計年度 

(自 平成27年１月１日 

至 平成27年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日) 

１株当たり当期純利益   

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） 
1,497 △215,633 

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

利益又は当期純損失（△）（千円） 
1,497 △215,633 

期中平均株式数（株） 5,796,631 8,330,184 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額 

（千円） 
－ － 

普通株式増加数（株） 455,045 970,065 

（うち新株予約権（（株）） （455,045） （970,065） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

－ 

 

 


