
                                                  
  

 

平成30年３月30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 03-6731-3414 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成29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30年２月14日に公表しました「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、下記

のとおり訂正がありましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

1. 訂正の経緯 

平成 30 年２月 14 日付「平成 29 年 12 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、記載内容の一部

に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正いたします。 

 

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 
 

  



１．経営成績等の概況 

 (1）当期の経営成績の概況 

（訂正前） 

  

～前略～ 

 

 当連結会計年度の業績につきましては、前述した事業ドメイン選定により、オフィスサプライ事業、美容・越境事業、

フィンテック・IoT事業に含まれる半導体製品の製造・開発事業より撤退したこと等により売上高が減少いたしました。

また、フィンテック・IoT事業におけるスマートタクシーメーター開発による研究開発費75百万円やIR事業における

ゲーミングマシン及びゲームタイトル開発による研究開発費498百万円を計上した他、連結子会社である株式会社アフ

ロの株式簿価を減損処理したことに伴うのれんの一時償却173百万円を計上したこと等により、営業損失1,244百万円を

計上いたしました。一方で、事業ドメイン選定によるグループの事業構造変革に伴う子会社株式売却において、株式会

社ビー・エイチの株式譲渡により子会社株式売却益32百万円を計上したものの、フジブリッジ株式会社の株式譲渡によ

る子会社株式売却損387百万円及びハイブリッド・サービス株式会社の株式譲渡による子会社株式売却損300百万円を計

上いたしました。この他に、株式会社アフロにおいて、当初想定していた事業計画から業績が下振れため、想定した事

業計画達成には時間を要するものと判断し、超過収益力を合理的に見直したことによるのれんの減損損失285百万円を

計上したこと等により、特別損失1,255百万円を計上いたしました。 

 

～中略～ 

 

（その他の事業） 

 その他の事業では、事業部門の見直し等により、売上・利益ともに減少いたしました。 

 以上の結果、当事業における売上高は109百万円（前年同期比86.2％減）、営業損失は18百万円（前年同期は営業損

失8百万円）となりました。 

 

～後略～ 

 

 

（訂正後） 

 

～前略～ 

 

 当連結会計年度の業績につきましては、前述した事業ドメイン選定により、オフィスサプライ事業、美容・越境事業、

フィンテック・IoT事業に含まれる半導体製品の製造・開発事業より撤退したこと等により売上高が減少いたしました。

また、フィンテック・IoT事業におけるスマートタクシーメーター開発による研究開発費64百万円やIR事業における

ゲーミングマシン及びゲームタイトル開発による研究開発費498百万円を計上した他、連結子会社である株式会社アフ

ロの株式簿価を減損処理したことに伴うのれんの一時償却173百万円を計上したこと等により、営業損失1,244百万円を

計上いたしました。一方で、事業ドメイン選定によるグループの事業構造変革に伴う子会社株式売却において、株式会

社ビー・エイチの株式譲渡により子会社株式売却益32百万円を計上したものの、フジブリッジ株式会社の株式譲渡によ

る子会社株式売却損387百万円及びハイブリッド・サービス株式会社の株式譲渡による子会社株式売却損300百万円を計

上いたしました。この他に、株式会社アフロにおいて、当初想定していた事業計画から業績が下振れため、想定した事

業計画達成には時間を要するものと判断し、超過収益力を合理的に見直したことによるのれんの減損損失285百万円を

計上したこと等により、特別損失1,255百万円を計上いたしました。 

 

～中略～ 

 

（その他の事業） 

 その他の事業では、事業部門の見直し等により、売上・利益ともに減少いたしました。 

 以上の結果、当事業における売上高は109百万円（前年同期比86.2％減）、営業損失は18百万円（前年同期は営業利

益15百万円）となりました。 

 

～後略～ 

 

  



５．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

（訂正前）  
  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,068,586 222,444 

受取手形及び売掛金 2,345,977 246,592 

製品 116,162 198,271 

商品 642,879 - 

仕掛品 250,377 272,515 

原材料 185,246 - 

前渡金 825,538 542,705 

その他 766,726 273,928 

貸倒引当金 △329,040 △48,404 

流動資産合計 5,872,453 1,708,054 

固定資産   

有形固定資産   

建物 241,311 11,674 

減価償却累計額 △57,804 △6,358 

建物（純額） 183,506 5,316 

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 12,864 

減価償却累計額 △46,771 △11,196 

車両運搬具（純額） 24,110 1,667 

工具、器具及び備品 3,320,937 50,581 

減価償却累計額 △3,262,631 △20,413 

工具、器具及び備品（純額） 58,305 30,168 

その他 14,758 984 

減価償却累計額 △2,608 △690 

その他（純額） 12,149 293 

土地 348,255 - 

有形固定資産合計 682,945 37,445 

無形固定資産   

のれん 924,798 207,985 

ソフトウエア仮勘定 280,800 - 

その他 53,026 5,902 

無形固定資産合計 1,258,625 213,888 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,440,896 3,000 

長期貸付金 137,059 472,009 

長期未収入金 - 220,000 

退職給付に係る資産 32,912 - 

その他 305,333 73,066 

貸倒引当金 △156,288 △548,547 

投資その他の資産合計 1,759,913 219,528 

固定資産合計 3,701,483 470,862 

繰延資産   

社債発行費 2,023 - 

繰延資産合計 2,023 - 

資産合計 9,575,961 2,178,916 



 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,358,989 99,251 

短期借入金 1,871,819 702,264 

1年内返済予定の長期借入金 480,935 - 

1年内償還予定の社債 100,000 - 

未払法人税等 113,146 5,390 

前受金 174,477 345,710 

その他 589,719 246,115 

災害損失引当金 158,771 - 

ポイント引当金 13,458 - 

流動負債合計 4,861,316 1,398,732 

固定負債   

社債 150,000 - 

長期借入金 1,676,441 1,807 

その他 111,626 19,241 

固定負債合計 1,938,067 21,048 

負債合計 6,799,384 1,419,781 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,183,821 1,589,697 

資本剰余金 1,388,532 1,794,408 

利益剰余金 △40,358 △2,710,874 

株主資本合計 2,531,995 673,232 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 197,714 39,828 

その他の包括利益累計額合計 197,714 39,828 

新株予約権 46,866 46,073 

純資産合計 2,776,577 759,135 

負債純資産合計 9,575,961 2,178,916 

 

 

 

  



（訂正後） 

 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  1,068,586 222,444 

受取手形及び売掛金  2,345,977 246,592 

製品 116,162 198,271 

商品 642,879 - 

仕掛品 250,377 272,515 

原材料 185,246 - 

前渡金 825,538 542,705 

その他 766,726  273,928 

貸倒引当金 △329,040 △48,404 

流動資産合計 5,872,453 1,708,054 

固定資産   

有形固定資産   

建物  241,311 11,674 

減価償却累計額 △57,804 △6,358 

建物（純額） 183,506 5,316 

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 12,864 

減価償却累計額 △46,771 △11,196 

車両運搬具（純額） 24,110 1,667 

工具、器具及び備品 3,320,937 50,581 

減価償却累計額 △3,262,631 △20,413 

工具、器具及び備品（純額） 58,305 30,168 

その他 14,758 984 

減価償却累計額 △2,608 △690 

その他（純額） 12,149 293 

土地  348,255 - 

有形固定資産合計 682,945 37,445 

無形固定資産   

のれん 924,798 207,985 

ソフトウエア仮勘定 280,800 - 

その他 53,026 5,902 

無形固定資産合計 1,258,625 213,888 

投資その他の資産   

投資有価証券  1,440,896  3,000 

長期貸付金 137,059 472,009 

長期未収入金 - 220,000 

退職給付に係る資産 32,912 - 

その他  305,333  73,066 

貸倒引当金 △156,288 △548,547 

投資その他の資産合計 1,759,913 219,528 

固定資産合計 3,701,483 470,862 

繰延資産   

社債発行費 2,023 - 

繰延資産合計 2,023 - 

資産合計 9,575,961 2,178,916 

 

 

  



 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成29年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,358,989 99,251 

短期借入金 1,871,819 702,264 

1年内返済予定の長期借入金  480,935 - 

1年内償還予定の社債 100,000 - 

未払金 415,545 149,308 

未払法人税等 113,146 5,390 

前受金 174,477 345,710 

災害損失引当金 158,771 - 

ポイント引当金 13,458 - 

その他 174,173 96,806 

流動負債合計 4,861,316 1,398,732 

固定負債   

社債 150,000 - 

長期借入金  1,676,441 1,807 

その他 111,626 19,241 

固定負債合計 1,938,067 21,048 

負債合計 6,799,384 1,419,781 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,183,821 1,589,697 

資本剰余金 1,388,532 1,794,408 

利益剰余金 △40,358 △2,710,874 

株主資本合計 2,531,995 673,232 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 197,714 39,828 

その他の包括利益累計額合計 197,714 39,828 

新株予約権 46,866 46,073 

純資産合計 2,776,577 759,135 

負債純資産合計 9,575,961 2,178,916 

 

  



（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28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29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損失（△） △192,791 △2,629,502 

減価償却費 35,568 74,667 

減損損失 - 337,517 

のれん償却額 52,137 242,643 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 99,815 139,150 

その他の引当金の増減額（△は減少） △149,029 7,057 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 4,549 

受取利息及び受取配当金 △8,507 △7,758 

支払利息 100,913 105,946 

社債発行費 - 2,023 

持分法による投資損益（△は益） △66,092 52,102 

為替差損益（△は益） △6,991 5,683 

固定資産除却損 520 3,120 

固定資産売却損益（△は益） △8,587 △1,672 

子会社株式売却益 △29,631 △32,460 

子会社株式売却損 - 687,419 

負ののれん発生益 △310,327 - 

債務免除益 △25,000 - 

事業撤退損 83,203 - 

新株発行費 44,145 6,156 

支払手数料 - 66,000 

売上債権の増減額（△は増加） 516,193 207,780 

たな卸資産の増減額（△は増加） 141,019 △260,923 

前渡金の増減額（△は増加） △529,715 112,159 

前払費用の増減額（△は増加） - △24,522 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,024,419 △154,565 

未払費用の増減額（△は減少） △300 31,948 

未払金の増減額（△は減少） 64,452 △195,726 

未収消費税等の増減額（△は増加） - △45,267 

未収入金の増減額（△は増加） 150,010 10,897 

預り金の増減額（△は減少） △35,350 △188,483 

前受金の増減額（△は減少） △25,863 155,845 

その他 △23,205 135,789 

小計 △1,147,831 △1,152,425 

利息及び配当金の受取額 31,554 7,758 

利息の支払額 △104,811 △121,901 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △19,186 △127,925 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,240,274 △1,394,494 

 

  



  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29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 △5,000 - 

有形固定資産の取得による支出 △19,284 △43,916 

有形固定資産の売却による収入 180,761 439,571 

無形固定資産の取得による支出 △159,161 △26,908 

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 
5,889 - 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
- 2,066,102 

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 - 

貸付けによる支出 - △436,970 

貸付金の回収による収入 - 81,645 

敷金の差入による支出 △22,954 △12,574 

その他 15,777 2,871 

投資活動によるキャッシュ・フロー △341,772 2,069,822 

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） 1,094,229 △1,522,154 

長期借入れによる収入 945,240 100,000 

長期借入金の返済による支出 △670,973 △655,981 

社債の償還による支出 △100,000 △250,000 

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 756,615 795,240 

新株予約権の発行による収入 41,163 15,720 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,077,366 △1,517,175 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,876 705 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 493,441 △841,141 

現金及び現金同等物の期首残高 570,144 1,063,586 

現金及び現金同等物の期末残高 1,063,586 222,444 

 

  



（訂正後） 

 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29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損失（△） △192,791 △2,629,502 

減価償却費 35,568 74,667 

減損損失 - 337,517 

のれん償却額 52,137 242,643 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 99,815 139,150 

その他の引当金の増減額（△は減少） △149,029 7,057 

受取利息及び受取配当金 △8,507 △7,758 

支払利息 100,913 105,946 

持分法による投資損益（△は益） △66,092 52,102 

為替差損益（△は益） △6,991 5,683 

固定資産除却損 520 3,120 

固定資産売却損益（△は益） △8,587 △1,672 

関係会社株式売却益 △29,631 △32,460 

関係会社株式売却損 - 687,419 

負ののれん発生益 △310,327 - 

債務免除益 △25,000 - 

事業撤退損 83,203 - 

新株発行費 44,145 6,156 

支払手数料 - 66,000 

売上債権の増減額（△は増加） 516,193 207,780 

たな卸資産の増減額（△は増加） 141,019 △260,923 

前渡金の増減額（△は増加） △529,715 112,159 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,024,419 △154,565 

未払費用の増減額（△は減少） △300 31,948 

未払金の増減額（△は減少） 64,452 △195,726 

未収消費税等の増減額（△は増加） - △45,267 

未収入金の増減額（△は増加） 150,010 10,897 

預り金の増減額（△は減少） △35,350 △188,483 

前受金の増減額（△は減少） △25,863 155,845 

その他 △23,205 117,839 

小計 △1,147,831 △1,152,425 

利息及び配当金の受取額 31,554 7,758 

利息の支払額 △104,811 △121,901 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △19,186 △127,925 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,240,274 △1,394,494 

 

  



  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29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 △5,000 - 

有形固定資産の取得による支出 △19,284 △43,916 

有形固定資産の売却による収入 180,761 439,571 

無形固定資産の取得による支出 △159,161 △26,908 

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 
※２ 5,889 - 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
-  2,066,102 

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 - 

貸付けによる支出 - △436,970 

貸付金の回収による収入 - 81,645 

敷金の差入による支出 △22,954 △12,574 

その他 15,777 2,871 

投資活動によるキャッシュ・フロー △341,772 2,069,822 

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） 1,094,229 △1,522,154 

長期借入れによる収入 945,240 100,000 

長期借入金の返済による支出 △670,973 △655,981 

社債の償還による支出 △100,000 △250,000 

株式の発行による収入 756,615 795,240 

新株予約権の発行による収入 41,163 15,720 

その他 11,091 - 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,077,366 △1,517,175 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,876 705 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 493,441 △841,141 

現金及び現金同等物の期首残高 570,144 1,063,586 

現金及び現金同等物の期末残高  1,063,586  222,444 

 

  



（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

（訂正前） 

 

１．～３．省略 

 

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

前連結会計年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） 

         （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２、

４、５、６ 

連結財務

諸表計上

額 
(注)３  

オフィス

サプライ

事業 

再生可能 
エネルギー

事業 

フィン 
テック・

IoT事業 

美容・ 
越境事業 

IR事業 計 

売上高           

外部顧客への 

売上高 
10,142,050 3,512,462 2,114,179 1,116,593 - 16,885,284 793,401 17,678,685 - 17,678,685 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
- - - - - - - - - - 

計 10,142,050 3,512,462 2,114,179 1,116,593 - 16,885,284 793,401 17,678,685 - 17,678,685 

セグメント利益

又は損失（△） 
160,597 7,780 42,212 27,560 - 238,151 △8,215 229,935 △404,859 △174,923 

セグメント資産 2,530,148 647,475 4,415,412 1,223,642 476,756 9,293,435 124,075 9,417,511 158,450 9,575,961 

その他の項目           

減価償却費 1,898 86 1,235 22,749 89 26,059 - 26,059 9,509 35,568 

のれん償却額 － 30,868 － 17,246 2,483 50,597 1,540 52,137 - 52,137 

減損損失 - - - - - - - - - - 

持分法適用会

社への投資額 
- - 1,398,404 -  1,398,404 - 1,398,404 - 1,398,404 

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

- - 16,778 - 156,936 173,715 - 173,715 15,090 188,805 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファシリティ関連事業、

ファニチャー事業、不動産関連事業及びIR事業等を含んでおります。 

    ２．セグメント利益又は損失の調整額△404,859千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、その主なものは報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等にかかる費用であります。 

      ３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 ４．セグメント資産の調整額158,450千円は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の現金及び預金や

管理部門等にかかる資産であります。 

 ５．減価償却費の調整額9,509千円は、セグメント資産の調整額に含まれる固定資産の減価償却費でありま

す。 

   ６．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額15,090千円は、提出会社の管理部門等にかかる設備

投資額であります。 

 

 

～後略～ 

 

  



当連結会計年度（自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日） 

         （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 
（注）１ 

合計 
調整額 

(注）２、

４、５、８ 

連結財務諸

表計上額  

(注）３  
オフィス 
サプライ

事業 

再生可能 
エネル

ギー事業 

フィン 
テック・

IoT事業

(注)６ 

美容・ 
越境事業 

IR事業 計 

売上高           

外部顧客への 

売上高 
6,271,484 1,956,891 1,963,777 1,023,235 - 11,215,388 109,783 11,325,172 - 11,325,172 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
- - - - - - - - - - 

計 6,271,484 1,956,891 1,963,777 1,023,235 - 11,215,388 109,783 11,325,172 - 11,325,172 

セグメント利益

又は損失（△） 
39,472 23,672 △222,552 18,078 △650,750 △792,078 △18,778 △810,857 △433,299 △1,244,156 

セグメント資産 - 676,707 589,576 - 486,309 1,752,593 35,531 1,788,124 390,791 2,178,916 

その他の項目           

減価償却費 1,356 111 18,353 10,266 1,227 31,315 - 31,315 10,051 41,366 

のれん償却額 - - 217,968 11,497 9,932 239,398 3,245 242,643 - 242,643 

減損損失 - - 311,898 - - 311,898 - 311,898 25,619 337,517 

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 

- 1,715 39,713 - 362,814 404,243 - 404,243 10,740 414,984 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業及びファシリ

ティ関連事業等を含んでおります。 

    ２．セグメント利益又は損失の調整額433,299千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

その主なものは報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等にかかる費用であります。 

      ３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 ４．セグメント資産の調整額390,791千円は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の現金及び預金や

管理部門等にかかる資産であります。 

 ５．減価償却費の調整額10,051千円は、セグメント資産の調整額に含まれる固定資産の減価償却費であり

ます。 

 ６．フィンテック・IoT事業の減損損失には、のれんの減損損失285,005千円を含んでおります。 

 ７．減損損失の調整額25,619千円は、セグメント資産の調整額に含まれる固定資産の減損損失であります。 

   ８．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額10,740千円は、提出会社の管理部門等にかかる設備

投資額であります。 

 

 

～後略～ 



（訂正後） 

 

１．～３．省略 

 

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

前連結会計年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） 

         （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２、

４、５、６ 

連結財務

諸表計上

額 
(注)３  

オフィス

サプライ

事業 

再生可能 
エネルギー

事業 

フィン 
テック・

IoT事業 

美容・ 
越境事業 

IR事業 計 

売上高           

外部顧客への 

売上高 
10,142,050 3,512,462 2,114,179 1,116,593 － 16,885,284 793,401 17,678,685 － 17,678,685 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － － － － － 

計 10,142,050 3,512,462 2,114,179 1,116,593 － 16,885,284 793,401 17,678,685 － 17,678,685 

セグメント利益

又は損失（△） 
160,597 7,780 42,212 27,560 △24,154 213,996 15,939 229,935 △404,859 △174,923 

セグメント資産 2,530,148 647,475 4,415,412 1,223,642 476,756 9,293,435 124,075 9,417,511 158,450 9,575,961 

その他の項目           

減価償却費 1,898 86 1,235 22,749 89 26,059 - 26,059 9,509 35,568 

のれん償却額 － 30,868 － 17,246 2,483 50,597 1,540 52,137 － 52,137 

減損損失 － － － － － － － － － － 

持分法適用会

社への投資額 
－ － 1,398,404 － － 1,398,404 － 1,398,404 － 1,398,404 

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

－ － 16,778 － 156,936 173,715 － 173,715 15,090 188,805 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファシリティ関連事業、

ファニチャー事業、不動産関連事業及び海外事業等を含んでおります。 

    ２．セグメント利益又は損失の調整額△404,859千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、その主なものは報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等にかかる費用であります。 

      ３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 ４．セグメント資産の調整額158,450千円は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の現金及び預金や

管理部門等にかかる資産であります。 

 ５．減価償却費の調整額9,509千円は、セグメント資産の調整額に含まれる固定資産の減価償却費でありま

す。 

   ６．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額15,090千円は、提出会社の管理部門等にかかる設備

投資額であります。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

当連結会計年度（自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日） 

         （単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 
（注）１ 

合計 

調整額 
(注）２、

４、５、

７、８ 

連結財務諸

表計上額  

(注）３  
オフィス 
サプライ

事業 

再生可能 
エネル

ギー事業 

フィン 
テック・

IoT事業

(注)６ 

美容・ 
越境事業 

IR事業 計 

売上高           

外部顧客への 

売上高 
6,271,484 1,956,891 1,963,777 1,023,235 - 11,215,388 109,783 11,325,172 - 11,325,172 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
- - - - - - - - - - 

計 6,271,484 1,956,891 1,963,777 1,023,235 - 11,215,388 109,783 11,325,172 - 11,325,172 

セグメント利益

又は損失（△） 
39,472 23,672 △222,552 18,078 △650,750 △792,078 △18,778 △810,857 △433,299 △1,244,156 

セグメント資産 - 676,707 589,576 - 486,309 1,752,593 35,531 1,788,124 390,791 2,178,916 

その他の項目           

減価償却費 1,356 111 51,654 10,266 1,227 64,616 - 64,616 10,051 74,667 

のれん償却額 - - 217,968 11,497 9,932 239,398 3,245 242,643 - 242,643 

減損損失 - - 311,898 - - 311,898 - 311,898 25,619 337,517 

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 

- 1,715 26,848 - 37,949 66,512 - 66,512 10,740 77,253 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業及びファシリ

ティ関連事業等を含んでおります。 

    ２．セグメント利益又は損失の調整額△433,299千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、その主なものは報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等にかかる費用であります。 

      ３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 ４．セグメント資産の調整額390,791千円は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の現金及び預金や

管理部門等にかかる資産であります。 

 ５．減価償却費の調整額10,051千円は、セグメント資産の調整額に含まれる固定資産の減価償却費であり

ます。 

 ６．フィンテック・IoT事業の減損損失には、のれんの減損損失285,005千円を含んでおります。 

 ７．減損損失の調整額25,619千円は、提出会社の管理部門等にかかる固定資産の減損損失であります。 

   ８．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額10,740千円は、提出会社の管理部門等にかかる設備

投資額であります。 

 

 


