
　
2019年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

代表者名 代表取締役社長 三宅 卓

(コード：2127、東証第一部)

問合せ先 取締役副社長管理本部長 楢木 孝麿

(TEL.03-5220-5454)

(((((訂訂訂訂訂正正正正正・・・・・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)))))22222000001111199999年年年年年３３３３３月期決算短月期決算短月期決算短月期決算短月期決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕(((((連連連連連結結結結結）））））

の一部訂正に関するお知の一部訂正に関するお知の一部訂正に関するお知の一部訂正に関するお知の一部訂正に関するお知らせらせらせらせらせ

当社は、2019年４月26日に発表した「2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部を訂正いたしまし

たので、お知らせします。

記

１．訂正の理由

訂正の理由につきましては、別途、本日付で公表いたしました「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出

及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

２．訂正の内容

訂正箇所には下線を付しております。

訂正の主な内容は、連結キャッシュ・フロー計算書の「投資活動によるキャッシュ・フロー」と「財務活動によ

るキャッシュ・フロー」の計上区分及び内容を訂正するものであります。

なお、本訂正に伴う過年度及び当期の連結業績への影響はございません。

以 上
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サマリー情報

１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）

（３）連結キャッシュ・フローの状況

　(訂正前)

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2019年３月期 6,913 △205 △5,549 8,395

2018年３月期 9,813 △8,102 △3,418 7,236

　

　(訂正後)

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2019年３月期 6,914 △605 △4,549 8,995

2018年３月期 9,813 △8,102 △3,418 7,236
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１．経営成績等の概況

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

(訂正前)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、8,395百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、6,913百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が12,515百万円

となったこと等を反映したものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、205百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が6,200百万円あ

ったことや、定期預金の預入による支出が5,200百万円あったこと及び投資有価証券の取得による支出が1,572百万円

あったこと等を反映したものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、5,549百万円となりました。これは主に長期預金の預入による支出が1,000百万円

あったことや、長期借入金の返済による支出が1,000百万円あったこと及び配当金の支払額が3,698百万円あったこと

等を反映したものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2015年３月期 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期

自己資本比率(%) 80.4 83.1 64.3 69.4 76.2

時価ベースの自己資本比率(%) 990.7 1,300.4 1,152.0 1,855.9 1,367.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

2.7 2.3 57.9 35.7 36.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

3,933.6 4,954.9 2,257.0 1,119.4 940.5

　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注１)いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

(注２)株式時価総額は期末終値株価×期末発行済株式数(自己株式控除後)により計算しております。

　 当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っており、2018年３月

末時点の株価は権利落ち後の株価となっております。このため、2018年３月期の株式時価総額の算定において

は、権利落ち後の株価に当該株式分割後の発行済株式総数を乗じて算定しております。

(注３)キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。

(注４)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としていま

す。
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(訂正後)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、8,995百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、6,914百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が12,515百万円

となったこと等を反映したものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、605百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が6,200百万円あ

ったことや、定期預金の預入による支出が6,200百万円あったこと及び投資有価証券の取得による支出が1,572百万円

あったこと等を反映したものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、4,549百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が1,000百万

円あったこと及び配当金の支払額が3,698百万円あったこと等を反映したものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2015年３月期 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期

自己資本比率(%) 80.4 83.1 64.3 69.4 76.2

時価ベースの自己資本比率(%) 990.7 1,300.4 1,152.0 1,855.9 1,367.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

2.7 2.3 57.9 35.7 36.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

3,933.6 4,954.9 2,257.0 1,119.4 940.5

　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注１)いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

(注２)株式時価総額は期末終値株価×期末発行済株式数(自己株式控除後)により計算しております。

　 当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っており、2018年３月

末時点の株価は権利落ち後の株価となっております。このため、2018年３月期の株式時価総額の算定において

は、権利落ち後の株価に当該株式分割後の発行済株式総数を乗じて算定しております。

(注３)キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。

(注４)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としていま

す。
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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)

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019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 11,670,966 12,515,906

減価償却費 127,229 124,183

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,052 34,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 57,000 △268,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △126,628 －

受取利息及び受取配当金 △8,645 △10,364

支払利息 8,764 7,341

持分法による投資損益（△は益） △23,555 △4,813

売上債権の増減額（△は増加） 187,993 △1,733,708

前払費用の増減額（△は増加） △96,371 △34,320

仕入債務の増減額（△は減少） 8,714 266,914

持分変動損益（△は益） － 17,180

未払費用の増減額（△は減少） 382,506 269,736

前受金の増減額（△は減少） 146,990 △73,224

預り金の増減額（△は減少） 107,697 17,789

長期未払金の増減額（△は減少） 29,853 △31,233

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △191,283 △41,853

その他 392,337 △173,380

小計 12,697,621 10,882,754

利息及び配当金の受取額 30,053 17,274

利息の支払額 △8,767 △7,338

法人税等の支払額 △2,905,101 △3,979,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,813,805 6,913,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △203,855 △60,037

無形固定資産の取得による支出 △7,586 △1,000

投資有価証券の取得による支出 △116,806 △1,572,590

出資金の分配による収入 126,535 423,506

定期預金の預入による支出 △9,100,432 △5,200,903

定期預金の払戻による収入 1,200,406 6,200,877

関係会社株式の取得による支出 △4,000 －

その他 3,593 5,088

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,102,144 △205,058

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 309,015 8,532

新株予約権の発行による収入 28,641 －

長期預金の預入による支出 － △1,000,000

自己株式の取得による支出 － △448

長期借入金の返済による支出 △1,000,000 △1,000,000

配当金の支払額 △2,756,104 △3,698,969

非支配株主からの払込みによる収入 － 141,080

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,418,447 △5,549,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,706,786 1,158,504

現金及び現金同等物の期首残高 8,943,379 7,236,592

現金及び現金同等物の期末残高 7,236,592 8,395,097
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(訂正後)

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019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 11,670,966 12,515,906

減価償却費 127,229 124,183

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,052 34,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 57,000 △268,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △126,628 －

受取利息及び受取配当金 △8,645 △10,364

支払利息 8,764 7,341

為替差損益（△は益） － 813

持分法による投資損益（△は益） △23,555 △4,813

売上債権の増減額（△は増加） 187,993 △1,733,708

前払費用の増減額（△は増加） △96,371 △34,320

仕入債務の増減額（△は減少） 8,714 266,914

持分変動損益（△は益） － 17,180

未払費用の増減額（△は減少） 382,506 269,736

前受金の増減額（△は減少） 146,990 △73,224

預り金の増減額（△は減少） 107,697 17,789

長期未払金の増減額（△は減少） 29,853 △31,233

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △191,283 △41,853

その他 392,337 △173,380

小計 12,697,621 10,883,567

利息及び配当金の受取額 30,053 17,274

利息の支払額 △8,767 △7,338

法人税等の支払額 △2,905,101 △3,979,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,813,805 6,914,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

譲渡性預金の純増減額（△は増加） － 600,000

有形固定資産の取得による支出 △203,855 △60,037

無形固定資産の取得による支出 △7,586 △1,000

投資有価証券の取得による支出 △116,806 △1,572,590

出資金の分配による収入 126,535 75,531

出資金の払戻による収入 － 347,975

定期預金の預入による支出 △9,100,432 △6,200,903

定期預金の払戻による収入 1,200,406 6,200,877

関係会社株式の取得による支出 △4,000 －

その他 3,593 5,088

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,102,144 △605,058

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 309,015 8,532

新株予約権の発行による収入 28,641 －

自己株式の取得による支出 － △448

長期借入金の返済による支出 △1,000,000 △1,000,000

配当金の支払額 △2,756,104 △3,698,969

非支配株主からの払込みによる収入 － 141,080

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,418,447 △4,549,805

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,706,786 1,758,504

現金及び現金同等物の期首残高 8,943,379 7,236,592

現金及び現金同等物の期末残高 7,236,592 8,995,097
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