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各  位 

上場会社名 株 式 会 社 フ ル ス ピ ー ド 

（コード番号：2159 東証二部） 

本社所在地 東 京 都 渋 谷 区 円 山 町 ３ 番 ６ 号 

代 表 者 代表取締役社長 吉 澤 竹 晴 

問 合 せ 先 取締役グループ 

経営管理本部長 

小 宮 山 雄 己 

電 話 番 号 03-5728-4460（代表） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2020年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

2020年６月19日に開示いたしました「2020年４月期決算短信」の一部に訂正がありましたのでお知

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も送信いたします。 

なお、訂正箇所は＿を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

2020 年４月期有価証券報告書の作成過程におきまして、2020年４月期決算短信の一部に誤りがある

ことが判明したため、関連する項目の訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

決算短信 サマリー情報 P.１ 

【訂正前】 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 

2020年４月期 342 △199 △35 3,919 

2019年４月期 1,007 △295 △234 3,813 

 

【訂正後】 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 

2020年４月期 336 △193 △35 3,919 

2019年４月期 1,007 △295 △234 3,813 

 

決算短信 サマリー情報 P.２ 

（３）発行済株式数（普通株式） 

【訂正前】 

（中略） 

③  期中平均株式数 2020年４月期 15,565,507 株 2019年４月期 15,570,962 株 

 

【訂正後】 

（中略） 

③  期中平均株式数 2020年４月期 15,565,522 株 2019年４月期 15,570,962 株 



 
決算短信 添付資料P.３ 

１．経営成績等の概況 

【訂正前】 

（1）当期の経営成績の概況 

（中略） 

 

（2）当期の財政状態の概況 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末と比べ306,091千円増加し、7,163,580千円と

なりました。資産の内訳は、流動資産が6,448,143千円、固定資産が715,437千円で、これは、現金

及び預金の増加106,805千円、未収入金の増加13,051千円、前払費用の増加19,080千円、のれんの増

加74,324千円、投資有価証券の増加61,733千円、その他資産の増加168,180千円、売掛金が135,910

千円減少したこと等によるものであります。 

（中略） 

 

（3）当期のキャッシュ・フローの概況 

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、3,919,965千円とな

り、前連結会計年度末に比べ106,805千円増加しました。 

 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、342,528千円のプラスとなりました。これは、主に税金等

調整前当期純利益1,038,202千円、未払消費税の増加50,128千円、仕入債務の減少221,191千円、法

人税等の支払額562,070千円によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、199,712千円のマイナスとなりました。これは、事業譲受

による支出23,750千円、有価証券の取得による支出61,695千円、関係会社株式の取得による支出

110,715千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、35,630千円のマイナスとなりました。これは、主に長期

借入による収入300,000千円、連結子会社設立に伴う少数株主からの払込みによる収入6,000千円、

短期借入金の返済による支出9,000千円、長期借入金の返済による支出226,556千円、自己株式の取

得による支出46,996千円、配当金の支払いよる支出46,390千円、その他の支払いによる支出12,686

千円によるものであります。 

 

（4）今後の見通し 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
【訂正後】 

（1）当期の経営成績の概況 

（中略） 

 

（2）当期の財政状態の概況 

（中略） 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末と比べ306,091千円増加し、7,163,580千円と

なりました。資産の内訳は、流動資産が6,448,143千円、固定資産が715,437千円で、これは、現金

及び預金の増加106,805千円、未収入金の増加13,051千円、前払費用の増加19,080千円、のれんの増

加74,324千円、投資有価証券の増加61,733千円、その他資産の増加168,180千円、受取手形及び売掛

金が142,199千円減少したこと等によるものであります。 

（中略） 

 

（3）当期のキャッシュ・フローの概況 

 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、3,919,965千円となり、

前連結会計年度末に比べ 106,805千円増加しました。 

 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、336,408千円のプラスとなりました。これは、主に税金等

調整前当期純利益1,038,202千円、未払消費税の増加50,128千円、仕入債務の減少221,191千円、法

人税等の支払額562,070千円によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、193,592千円のマイナスとなりました。これは、事業譲受

による支出23,750千円、投資有価証券の取得による支出61,695千円、連結の範囲の変更を伴う子会

社株式の取得による支出104,595千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、35,630千円のマイナスとなりました。これは、主に長期

借入による収入300,000千円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入6,000千円、

短期借入金の返済による支出9,000千円、長期借入金の返済による支出226,556千円、自己株式の取

得による支出46,996千円、配当金の支払いよる支出46,390千円、その他の支払いによる支出12,686

千円によるものであります。 

 

（4）今後の見通し 

（中略） 
 

  



 
決算短信 添付資料P.７ 

（連結損益計算書） 

【訂正前】 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 2018年５月１日 

 至 2019年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 2019年５月１日 

 至 2020年４月30日) 

（中略）   

当期純利益 572,222 663,672 

非支配株主に帰属する当期純利益 3,785 △9,666 

親会社株主に帰属する当期純利益 568,436 673,339 

 

【訂正後】 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 2018年５月１日 

 至 2019年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 2019年５月１日 

 至 2020年４月30日) 

（中略）   

当期純利益 572,222 663,672 

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に

帰属する当期純損失（△） 
3,785 △9,666 

親会社株主に帰属する当期純利益 568,436 673,339 

  



 
 

決算短信 添付資料P.８ 

（連結包括利益計算書） 

【訂正前】 

 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 2018年５月１日 

 至 2019年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 2019年５月１日 

 至 2020年４月30日) 

当期純利益 572,222 663,672 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12 26 

為替換算調整勘定 1,749 3,330 

その他の包括利益合計 1,737 3,356 

包括利益 573,959 667,028 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 570,173 676,695 

非支配株主に係る包括利益 3,785 △9,666 

 

【訂正後】 

 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2018年５月１日 

 至 2019年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 2019年５月１日 

 至 2020年４月30日) 

当期純利益 572,222 663,672 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12 26 

為替換算調整勘定 1,749 3,329 

その他の包括利益合計 1,737 3,356 

包括利益 573,959 667,028 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 570,173 676,695 

非支配株主に係る包括利益 3,785 △9,666 

  



 
 決算短信 添付資料P.11 

 （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 2018年５月１日 

 至 2019年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 2019年５月１日 

 至 2020年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

（中略）   

その他 △12,174 △259,060 

小計 1,447,294 900,518 

利息及び配当金の受取額 111 78 

利息の支払額 △3,291 △3,308 

法人税等の支払額 △443,602 △562,070 

法人税等の還付額 6,540 7,310 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,007,051 342,528 

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 △83,885 △3,743 

有形固定資産の売却による収入 － 204 

無形固定資産の取得による支出 △33,598 － 

事業譲受による支出 △96,861 △23,750 

有価証券の取得による支出 － △61,695 

関係会社株式の取得による支出 △50,000 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出 
－ △110,715 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に

よる支出 
－ △649 

投資有価証券の売却による収入 30,000 － 

差入保証金の差入による支出 △52,634 △2,200 

差入保証金の回収による収入 1,902 2,837 

関係会社貸付けによる支出 △10,000 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,076 △199,712 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △9,000 

長期借入れによる収入 － 300,000 

長期借入金の返済による支出 △234,340 △226,556 

自己株式の取得による支出 △44 △46,996 

配当金の支払額 － △46,390 

非支配株主からの払込みによる収入 － 6,000 

その他の支出 － △12,686 

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,384 △35,630 

（中略）   

 

 

 

 

 

 

  



 
【訂正後】 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 2018年５月１日 

 至 2019年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 2019年５月１日 

 至 2020年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

（中略）   

その他 △12,174 △265,180 

小計 1,447,294 894,398 

利息及び配当金の受取額 111 78 

利息の支払額 △3,291 △3,308 

法人税等の支払額 △443,602 △562,070 

法人税等の還付額 6,540 7,310 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,007,051 336,408 

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 △83,885 △3,743 

有形固定資産の売却による収入 － 204 

無形固定資産の取得による支出 △33,598 － 

事業譲受による支出 △96,861 △23,750 

投資有価証券の取得による支出 － △61,695 

関係会社株式の取得による支出 △50,000 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出 
－ △104,595 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に

よる支出 
－ △649 

投資有価証券の売却による収入 30,000 － 

差入保証金の差入による支出 △52,634 △2,200 

差入保証金の回収による収入 1,902 2,837 

関係会社貸付けによる支出 △10,000 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,076 △193,592 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △9,000 

長期借入れによる収入 － 300,000 

長期借入金の返済による支出 △234,340 △226,556 

自己株式の取得による支出 △44 △46,996 

配当金の支払額 － △46,390 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売

却による収入 
－ 6,000 

その他の支出 － △12,686 

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,384 △35,630 

（中略）   

 

  



 
決算短信 添付資料P.13 

 （セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

 ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の金額に関する情報 

 

【訂正前】 

 当連結会計年度（自  2019年５月１日  至  2020年４月30日） 

   （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他（注） 合計 
 

インターネットマー

ケティング事業 

アドテクノロジー 

事業 
計 

（中略）      

その他の項目      

減価償却費 2,732 4,757 7,489 － 7,489 

のれんの償却額 6,473 1,372 7,845 10,922 18,767 

持分法投資利益

又は損失（△） 
300 － 300 △5,238 △4,938 

持分法適用会社

への投資額 
－ － － － － 

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

－ 125,561 125,561 － 125,561 

（注）中略 

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自  2019年５月１日  至  2020年４月30日） 

   （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他（注） 合計 
 

インターネットマー

ケティング事業 

アドテクノロジー 

事業 
計 

（中略）      

その他の項目      

減価償却費 2,732 4,757 7,489 － 7,489 

のれんの償却額 6,473 1,372 7,845 10,922 18,767 

持分法投資利益

又は損失（△） 
300 － 300 △5,238 △4,938 

持分法適用会社

への投資額 
4,324 － 4,324 24,216 28,540 

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

－ 125,561 125,561 － 125,561 

（注）中略 

  



 
決算短信 添付資料P.15 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

（中略） 

（注）３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 2018年５月１日 

至 2019年４月30日） 

当連結会計年度 

（自 2019年５月１日 

至 2020年４月30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（千円） 568,436 673,339 

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) 
568,436 673,339 

期中平均株式数（株） 15,570,962 15,565,507 

 

【訂正後】 

（中略） 
 
（注）３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 2018年５月１日 

至 2019年４月30日） 

当連結会計年度 

（自 2019年５月１日 

至 2020年４月30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（千円） 568,436 673,339 

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) 
568,436 673,339 

期中平均株式数（株） 15,570,962 15,565,522 

 

 

以 上 


