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（訂正・数値データ訂正）「平成30年９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11月15日に公表いたしました「平成30年９月期決算短信〔日本基準〕（連結）」について一部訂正を

要する箇所がありましたので、下記のとおり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します。 

なお、訂正箇所は下線で表示しております。 

 

記 

１．訂正の内容 

 

<サマリー情報> 

１．平成30年９月期の連結業績（平成29年10月１日～平成30年９月30日） 

（１）連結経営成績  

【訂正前】 (％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 ％ 

 30年９月期 7,296 42.0 656 124.7 631 144.1 312 122.5 
 29年９月期 5,139 16.2 292 135.3 258 164.7 140 88.4 

 
(注) 包括利益 30年９月期 407 百万円( 100.2％) 29年９月期 203 百万円( 658.4％) 

  

 
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 ％ ％ ％ 

 30年９月期 4.87 4.85 13.3 13.9 9.0 
 29年９月期 2.40 2.38 9.2 9.0 5.7 

 
(参考) 持分法投資損益 30年９月期 ― 百万円 29年９月期 ― 百万円

  

 

 



【訂正後】  

 (％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 ％ 

 30年９月期 7,296 42.0 653 123.5 627 142.6 304 117.2 
 29年９月期 5,139 16.2 292 135.3 258 164.7 140 88.4 

 
(注) 包括利益 30年９月期 399 百万円( 100.2％) 29年９月期 203 百万円( 658.4％) 

  

 
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 ％ ％ ％ 

 30年９月期 4.75 4.51 13.0 13.8 9.0 
 29年９月期 2.40 2.38 9.2 9.0 5.7 

 
(参考) 持分法投資損益 30年９月期 ― 百万円 29年９月期 ― 百万円

  

 

（２）連結財政状態 

【訂正前】 

 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 

 30年９月期 5,897 3,200 50.1 44.69 
 29年９月期 3,161 1,758 51.8 27.26 

 
(参考) 自己資本  30年９月期 2,953 百万円  29年９月期 1,638 百万円

【訂正後】 

 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 

 30年９月期 5,932 3,193 49.7 44.02 
 29年９月期 3,161 1,758 51.8 27.26 

 
(参考) 自己資本  30年９月期 2,946 百万円  29年９月期 1,638 百万円

 

２．配当の状況 

【訂正前】 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

29年９月期 - 0.00 - 1.00 1.00 60 42.8 3.4 
30年９月期 - 0.00 - 1.50 1.50 100 30.8 3.4 
31年９月期(予想) - 0.00 - 3.00 3.00  30.0  

【訂正後】 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

29年９月期 - 0.00 - 1.00 1.00 60 42.8 3.4 
30年９月期 - 0.00 - 1.50 1.50 100 31.6 3.4 
31年９月期(予想) - 0.00 - 3.00 3.00  30.0  

 

３．平成30年９月期の連結業績予想（平成30年10月１日～平成31年９月30日） 

【訂正前】 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
 

 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 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 11,400 56.2 1,200 82.7 1,200 90.0 670 114.5 10.01 

【訂正後】 

 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 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 11,400 56.2 1,200 83.7 1,200 91.1 670 119.8 10.01 



(参考) 個別業績の概要 

１． 平成 30 年９月期の個別業績（平成 29 年 10 月１日～平成 30 年９月 30 日） 
（１）個別経営成績 

【訂正前】 (％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 ％ 

30年９月期 488 △68.3 64 22.2 39 △18.9 46 △18.3 
29年９月期 1,542 △60.5 52 △24.9 48 △21.7 56 △58.2 

  

 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 

 30年９月期 0.72 0.72 
 29年９月期 0.96 0.96 

【訂正後】 

 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 ％ 

30年９月期 488 △68.3 70 33.8 71 47.5 74 32.1 
29年９月期 1,542 △60.5 52 △24.9 48 △21.7 56 △58.2 

  

 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 

 30年９月期 1.16 1.10 
 29年９月期 0.96 0.96 

 

（２）個別財政状態 

【訂正前】 

 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 

 30年９月期 4,112 3,183 76.5 47.00 

 29年９月期 2,531 2,114 82.4 34.71 
 

(参考) 自己資本 30年９月期 3,145 百万円 29年９月期 2,086 百万円

【訂正後】 

 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 

 30年９月期 4,112 3,183 75.2 47.42 

 29年９月期 2,531 2,114 82.4 34.71 
 

(参考) 自己資本 30年９月期 3,174 百万円 29年９月期 2,086 百万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<添付資料 2ページ> 

１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

【訂正前】 

（中略） 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高が前年同期比42.0％増の7,296百万円となりました。営業利益は、増収効果に

加え、各事業における経費削減の徹底、海外法人事業の収益急拡大等により前年同期比124.7％増の656百万円、経常利益は前

年同期比144.1％増の631百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期比122.5％増の312百万円となり、営業利益、経

常利益、親会社株主に帰属する当期純利益のすべてにおいて、過去最高益となりました。 

※１ ＢＰＯ（Business Process Outsourcing）の略称です。 

   

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①情報通信事業 

（中略） 

これらの結果、情報通信事業全体（直営店・加盟店・代理店・グループ会社の合計）の売上高は、前年同期比36.5％増の5,878百

万円となりました。利益面においては営業効率の効率化が図れたことや今期中のＭ＆Ａによりグループ化した上記３社の収益貢献

及びその他のグループ会社の収益も改善したこと等により利益率が大幅に上昇し、セグメント利益は前年同期比102.8％増の315百

万円となりました。 

 

【訂正後】 

（中略） 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高が前年同期比42.0％増の7,296百万円となりました。営業利益は、増収効果に

加え、各事業における経費削減の徹底、海外法人事業の収益急拡大等により前年同期比123.5％増の653百万円、経常利益は前

年同期比142.6％増の627百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期比117.2％増の304百万円となり、営業利益、経

常利益、親会社株主に帰属する当期純利益のすべてにおいて、過去最高益となりました。 

※１ ＢＰＯ（Business Process Outsourcing）の略称です。 

   

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①情報通信事業 

（中略） 

これらの結果、情報通信事業全体（直営店・加盟店・代理店・グループ会社の合計）の売上高は、前年同期比36.5％増の5,878百万

円となりました。利益面においては営業効率の効率化が図れたことや今期中のＭ＆Ａによりグループ化した上記３社の収益貢献及

びその他のグループ会社の収益も改善したこと等により利益率が大幅に上昇し、セグメント利益は前年同期比100.4％増の312百万

円となりました。 

  

（２）当期の財政状態の概況 

【訂正前】 

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末より2,735百万円増加し、5,897百万円となりました。これは主に現

金及び預金が251百万円、売上増加に伴い売掛金が846百万円増加したこと等によるものです。  

 負債につきましては、前連結会計年度末より1,292百万円増加し、2,696百万円となりました。これは主に売上増加に伴い買掛金

が238百万円、借入金が759百万円増加したこと等によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末より1,442百万円増加し、3,200百万円となりました。これは主に新株式の発行及び新

株予約権の行使による払込等により資本金及び資本剰余金が1,073百万円、利益剰余金が252百万円増加したこと等によるものです。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末より2,770百万円増加し、5,932百万円となりました。これは主に現

金及び預金が251百万円、売上増加に伴い売掛金が834百万円増加したこと等によるものです。  

 負債につきましては、前連結会計年度末より1,335百万円増加し、2,738百万円となりました。これは主に売上増加に伴い買掛金



が238百万円、借入金が759百万円増加したこと等によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末より1,434百万円増加し、3,193百万円となりました。これは主に新株式の発行及び新

株予約権の行使による払込等により資本金及び資本剰余金が1,073百万円、利益剰余金が244百万円増加したこと等によるものです。 

 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

【訂正前】 

 (中略) 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動で獲得した資金は、250百万円（前連結会計年度は357百万円）となりました。獲得の主な内訳は税金等調整

前当期純利益が628百万円、のれん償却額116百万円となり、支出の主な内訳は売上債権が581百万円、棚卸資産が45百万

円増加したことによるものです。 

 

【訂正後】 

(中略) 

①  営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動で獲得した資金は、250百万円（前連結会計年度は357百万円）となりました。獲得の主な内訳は税金等調整

前当期純利益が624百万円、のれん償却額116百万円となり、支出の主な内訳は売上債権が569百万円、棚卸資産が41百万

円増加したことによるものです。 

 

（４）今後の見通し 

【訂正前】 

(中略) 

これらの活動により、平成31年９月期の当社グループの業績は、売上高11,400百万円（前年同期比56.2％増）、営業利益1,200

百万円（前年同期比82.7％増）、経常利益1,200百万円（前年同期比90.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益670百万円（前

年同期比114.5％増）となる見込みです。 

【訂正後】 

(中略) 

これらの活動により、平成31年９月期の当社グループの業績は、売上高11,400百万円（前年同期比56.2％増）、営業利益1,200

百万円（前年同期比83.7％増）、経常利益1,200百万円（前年同期比91.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益670百万円（前

年同期比119.8％増）となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．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29年９月30日) 

当連結会計年度 

(平成30年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,304,017 1,555,805

受取手形及び売掛金 768,531 1,614,819

有価証券 101,541 84,089

商品 233,148 276,376

前払費用 28,414 31,441

未収入金 77,188 75,923

繰延税金資産 37,305 73,921

その他 40,466 87,617

貸倒引当金 △8,904 △9,348

流動資産合計 2,581,708 3,790,646

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 19,717 58,379

減価償却累計額 △12,773 △18,103

建物及び構築物（純額） 6,943 40,276

機械装置及び運搬具 4,293 13,787

減価償却累計額 △3,478 △13,576

機械装置及び運搬具（純額） 814 211

工具、器具及び備品 155,313 190,757

減価償却累計額 △116,132 △140,440

工具、器具及び備品（純額） 39,180 50,317

リース資産 1,764 1,764

減価償却累計額 △1,764 △1,764

リース資産（純額） - -

有形固定資産合計 46,939 90,805

無形固定資産  

のれん 245,359 1,449,405

ソフトウエア 24,871 23,102

無形固定資産合計 270,230 1,472,507

投資その他の資産  

投資有価証券 47,956 56,575

長期貸付金 3,049 3,007

敷金 33,562 46,242

差入保証金 33,105 156,846

保険積立金 50,925 50,391

繰延税金資産 71,786 200,022

その他 32,911 42,418

貸倒引当金 △13,900 △14,390



           (単位：千円)

          前連結会計年度 

(平成29年９月30日) 

当連結会計年度 

(平成30年９月30日) 

投資その他の資産合計 259,397 541,112

固定資産合計 576,568 2,104,425

繰延資産 3,708 2,209

資産合計 3,161,984 5,897,281

 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成30年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 570,913 809,049 

  短期借入金 200,000 400,927 

  1年内返済予定の長期借入金 36,737 138,955 

  未払金 31,542 85,095 

  未払費用 25,877 43,634 

  未払法人税等 89,083 136,187 

  預り金 139,574 166,601 

  未払消費税等 57,297 48,972 

  賞与引当金 21,092 47,303 

  受注損失引当金 42,388 72,210 

  その他 10,711 22,961 

  流動負債合計 1,225,220 1,971,899 

 固定負債   

  長期借入金 117,507 574,261 

  長期預り金 58,571 148,815 

  退職給付に係る負債 2,093 - 

  その他 - 1,346 

  固定負債合計 178,171 724,423 

 負債合計 1,403,392 2,696,323 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,011,895 1,548,693 

  資本剰余金 956,236 1,493,034 

  利益剰余金 △337,153 △85,062 

  自己株式 △845 △845 

  株主資本合計 1,630,133 2,955,820 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 8,298 △2,116 

  その他の包括利益累計額合計 8,298 △2,116 

 新株予約権 28,038 37,630 

 非支配株主持分 92,121 209,623 

 純資産合計 1,758,591 3,200,958 

負債純資産合計 3,161,984 5,897,281 

 

 

 



【訂正後】 

            (単位：千円)

           前連結会計年度 

(平成29年９月30日) 

当連結会計年度 

(平成30年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,304,017 1,555,805

受取手形及び売掛金 768,531 1,602,894

有価証券 101,541 84,089

商品 233,148 272,704

前払費用 28,414 31,441

未収入金 77,188 74,999

繰延税金資産 37,305 94,728

その他 40,466 139,068

貸倒引当金 △8,904 △9,348

流動資産合計 2,581,708 3,846,382

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 19,717 58,379

減価償却累計額 △12,773 △18,103

建物及び構築物（純額） 6,943 40,276

機械装置及び運搬具 4,293 13,787

減価償却累計額 △3,478 △13,576

機械装置及び運搬具（純額） 814 211

工具、器具及び備品 155,313 190,757

減価償却累計額 △116,132 △140,440

工具、器具及び備品（純額） 39,180 50,317

リース資産 1,764 1,764

減価償却累計額 △1,764 △1,764

リース資産（純額） - -

有形固定資産合計 46,939 90,805

無形固定資産 

のれん 245,359 1,449,405

ソフトウエア 24,871 23,102

無形固定資産合計 270,230 1,472,507

投資その他の資産 

投資有価証券 47,956 56,575

長期貸付金 3,049 3,007

敷金 33,562 46,242

差入保証金 33,105 156,846

保険積立金 50,925 50,391

繰延税金資産 71,786 179,299

その他 32,911 42,418

貸倒引当金 △13,900 △14,390

投資その他の資産合計 259,397 520,390

固定資産合計 576,568 2,083,703

繰延資産 3,708 2,209



            (単位：千円)

           前連結会計年度 

(平成29年９月30日) 

当連結会計年度 

(平成30年９月30日) 

資産合計 3,161,984 5,932,295

 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成30年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 570,913 809,049 

  短期借入金 200,000 400,927 

  1年内返済予定の長期借入金 36,737 138,955 

  未払金 31,542 70,765 

  未払費用 25,877 43,634 

  未払法人税等 89,083 139,993 

  預り金 139,574 166,601 

  未払消費税等 57,297 100,423 

  賞与引当金 21,092 47,303 

  受注損失引当金 42,388 72,210 

  その他 10,711 24,442 

  流動負債合計 1,225,220 2,014,307 

 固定負債   

  長期借入金 117,507 574,261 

  長期預り金 58,571 148,815 

  退職給付に係る負債 2,093 - 

  その他 - 1,346 

  固定負債合計 178,171 724,423 

 負債合計 1,403,392 2,738,730 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,011,895 1,548,693 

  資本剰余金 956,236 1,493,034 

  利益剰余金 △337,153 △92,456 

  自己株式 △845 △845 

  株主資本合計 1,630,133 2,948,426 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 8,298 △2,116 

  その他の包括利益累計額合計 8,298 △2,116 

 新株予約権 28,038 37,630 

 非支配株主持分 92,121 209,623 

 純資産合計 1,758,591 3,193,565 

負債純資産合計 3,161,984 5,932,295 

 

   



（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28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
 至 平成30年９月30日) 

売上高 5,139,179 7,296,893 

売上原価 3,561,819 4,762,778 

売上総利益 1,577,359 2,534,115 

販売費及び一般管理費 1,285,096 1,877,315 

営業利益 292,263 656,799 

営業外収益   

 受取利息 3,885 4,609 

 受取手数料 533 - 

 負ののれん償却額 592 - 

 補助金収入 2,458 1,216 

 その他 3,136 19,508 

 営業外収益合計 10,606 25,333 

営業外費用   

 支払利息 3,149 7,881 

 為替差損 6,002 - 

 株式交付費 1,967 1,660 

 支払手数料 26,252 - 

 その他 6,706 40,938 

 営業外費用合計 44,078 50,480 

経常利益 258,790 631,652 

特別損失   

 損害賠償金 2,083 - 

 固定資産売却損 561 363 

 固定資産除却損 - 2,835 

 訴訟関連損失 2,429 - 

 特別損失合計 5,074 3,199 

税金等調整前当期純利益 253,716 628,453 

法人税、住民税及び事業税 99,808 168,226 

法人税等調整額 △26,735 43,579 

法人税等合計 73,072 211,805 

当期純利益 180,643 416,647 

非支配株主に帰属する当期純利益 40,282 104,313 

親会社株主に帰属する当期純利益 140,361 312,334 

 
  



連結包括利益計算書 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
 至 平成30年９月30日) 

当期純利益 180,643 416,647 

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 22,845 △9,224 

 その他の包括利益合計 22,845 △9,224 

包括利益 203,488 407,423 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 197,733 304,308 

 非支配株主に係る包括利益 5,755 103,114 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
 至 平成30年９月30日) 

売上高 5,139,179 7,296,893 

売上原価 3,561,819 4,766,450 

売上総利益 1,577,359 2,530,442 

販売費及び一般管理費 1,285,096 1,877,315 

営業利益 292,263 653,127 

営業外収益   

 受取利息 3,885 4,609 

 受取手数料 533 - 

 負ののれん償却額 592 - 

 補助金収入 2,458 1,216 

 その他 3,136 19,368 

 営業外収益合計 10,606 25,193 

営業外費用   

 支払利息 3,149 7,881 

 為替差損 6,002 - 

 株式交付費 1,967 1,660 

 支払手数料 26,252 - 

 その他 6,706 40,938 

 営業外費用合計 44,078 50,480 

経常利益 258,790 627,840 

特別損失   

 損害賠償金 2,083 - 

 固定資産売却損 561 363 

 固定資産除却損 - 2,835 

 訴訟関連損失 2,429 - 

 特別損失合計 5,074 3,199 

税金等調整前当期純利益 253,716 624,641 

法人税、住民税及び事業税 99,808 172,031 

法人税等調整額 △26,735 43,494 

法人税等合計 73,072 215,526 

当期純利益 180,643 409,114 

非支配株主に帰属する当期純利益 40,282 104,313 

親会社株主に帰属する当期純利益 140,361 304,801 

 
  



連結包括利益計算書 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
 至 平成30年９月30日) 

当期純利益 180,643 409,114 

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 22,845 △9,224 

 その他の包括利益合計 22,845 △9,224 

包括利益 203,488 399,890 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 197,733 296,775 

 非支配株主に係る包括利益 5,755 103,114 
   



（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

当連結会計年度(自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30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 1,011,895 956,236 △337,153 △845 1,630,133 

当期変動額      

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  312,334  312,334 

新株の発行 536,798 536,798   1,073,596 

剰余金の配当   △70,393  △70,393 

その他   10,150  10,150 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
    ― 

当期変動額合計 536,798 536,798 252,090 ― 1,325,687 

当期末残高 1,548,693 1,493,034 △85,062 845 2,955,820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益 

累計額 
新株 

予約権 

非支配株主 

持分 

純資産 

合計 為替換算 

調整勘定 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 8,298 8,298 28,038 92,121 1,758,591 

当期変動額      

親会社株主に帰属する

当期純利益 
    312,334 

新株の発行     1,073,596 

剰余金の配当     △70,393 

その他     10,150 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△10,415 △10,415 9,592 117,501 116,679 

当期変動額合計 △10,415 △10,415 9,592 117,501 1,442,366 

当期末残高 △2,116 △2,116 37,630 209,623 3,200,958 



【訂正後】 

当連結会計年度(自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30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 1,011,895 956,236 △337,153 △845 1,630,133 

当期変動額      

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  304,801  304,801 

新株の発行 536,798 536,798   1,073,596 

剰余金の配当   △60,103  △60,103 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
    ― 

当期変動額合計 536,798 536,798 244,697 ― 1,318,293 

当期末残高 1,548,693 1,493,034 △92,456 845 2,948,426 

 

 

 

 

  

 

その他の包括利益 

累計額 
新株 

予約権 

非支配株主 

持分 

純資産 

合計 為替換算 

調整勘定 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 8,298 8,298 28,038 92,121 1,758,591 

当期変動額      

親会社株主に帰属する

当期純利益 
    304,801 

新株の発行     1,073,596 

剰余金の配当     △60,103 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△10,415 △10,415 9,592 117,501 116,679 

当期変動額合計 △10,415 △10,415 9,592 117,501 1,434,973 

当期末残高 △2,116 △2,116 37,630 209,623 3,193,565 



（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10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
 至 平成30年９月30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 253,716 628,453 

 減価償却費 36,290 37,534 

 のれん償却額 32,830 116,381 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,217 △2,218 

 受取利息及び受取配当金 △3,885 △4,610 

 支払利息 3,149 7,881 

 損失補填金 546 - 

 売上債権の増減額（△は増加） △51,292 △581,123 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △37,930 △45,591 

 仕入債務の増減額（△は減少） 139,609 50,254 

 固定資産除却損 - 2,835 

 負ののれん償却額 △592 - 

 その他の償却額 171 1,344 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 14,105 26,210 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） - 29,821 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 32,747 △3,995 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △45,995 5,409 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 19,747 69,162 

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 4,394 - 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 221 △3,785 

 株式報酬費用 1,241 - 

 その他 2,111 9,716 

 小計 399,971 343,680 

 利息及び配当金の受取額 3,884 4,610 

 利息の支払額 △3,212 △8,194 

 法人税等の支払額 △40,491 △89,408 

 損失補填金の支払額 △1,834 - 

 債務保証履行による支出額 △403 - 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 357,912 250,687 

 
  



           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
 至 平成30年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 貸付金の回収による収入 9,307 2,441 

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △114,698 △11,155 

 投資有価証券の売却による収入 - 17,452 

 有形固定資産の取得による支出 △23,648 △61,681 

 有形固定資産の売却による収入 - 1,038 

 無形固定資産の取得による支出 △7,028 - 

 定期預金の預入による支出 △800 △6,461 

 定期預金の払戻による収入 2,661 - 

 事業譲受による支出 - △101,370 

 敷金及び保証金の差入による支出 △9,359 △118,423 

 敷金及び保証金の回収による収入 3,557 22,632 

 預り保証金の返還による支出 △3,850 - 

 預り保証金の受入による収入 1,300 1,300 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支
出 

△347 △718,230 

 その他 △3,661 2,070 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △146,566 △970,384 

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） 100,000 △450,000 

 長期借入れによる収入 150,000 650,000 

 長期借入金の返済による支出 △201,815 △228,901 

 配当金の支払額 △56,492 △59,233 

 非支配株主への配当金の支払額 - △10,290 

 株式の発行による収入 - 624,559 

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 156,494 436,220 

 新株予約権の発行による収入 1,700 22,410 

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得によ
る支出 

△48,790 - 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 101,096 984,764 

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,948 △13,278 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 329,390 251,787 

現金及び現金同等物の期首残高 903,780 1,233,170 

現金及び現金同等物の期末残高 1,233,170 1,484,958 

 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
 至 平成30年９月30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 253,716 624,641 

 減価償却費 36,290 37,534 

 のれん償却額 32,830 116,381 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,217 △2,218 

 受取利息及び受取配当金 △3,885 △4,610 

 支払利息 3,149 7,881 

 損失補填金 546 - 

 売上債権の増減額（△は増加） △51,292 △569,198 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △37,930 △41,919 

 仕入債務の増減額（△は減少） 139,609 50,254 

 固定資産除却損 - 2,835 

 負ののれん償却額 △592 - 

 その他の償却額 171 1,344 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 14,105 26,210 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） - 29,821 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 32,747 △3,995 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △45,995 6,332 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 19,747 56,313 

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 4,394 - 

 その他の固定負債の増減額（△は減少） 221 △3,785 

 株式報酬費用 1,241 - 

 その他 2,111 9,716 

 小計 399,971 343,540 

 利息及び配当金の受取額 3,884 4,610 

 利息の支払額 △3,212 △8,194 

 法人税等の支払額 △40,491 △89,408 

 損失補填金の支払額 △1,834 - 

 債務保証履行による支出額 △403 - 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 357,912 250,547 

 
  



           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
 至 平成30年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 貸付金の回収による収入 9,307 2,441 

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △114,698 △11,155 

 投資有価証券の売却による収入 - 17,452 

 有形固定資産の取得による支出 △23,648 △61,681 

 有形固定資産の売却による収入 - 1,038 

 無形固定資産の取得による支出 △7,028 - 

 定期預金の預入による支出 △800 △6,461 

 定期預金の払戻による収入 2,661 - 

 事業譲受による支出 - △101,370 

 敷金及び保証金の差入による支出 △9,359 △118,423 

 敷金及び保証金の回収による収入 3,557 22,632 

 預り保証金の返還による支出 △3,850 - 

 預り保証金の受入による収入 1,300 1,300 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支
出 

△347 △718,230 

 その他 △3,661 2,070 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △146,566 △970,384 

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） 100,000 △450,000 

 長期借入れによる収入 150,000 650,000 

 長期借入金の返済による支出 △201,815 △228,901 

 配当金の支払額 △56,492 △59,233 

 非支配株主への配当金の支払額 - △10,290 

 株式の発行による収入 - 624,559 

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 156,494 436,220 

 新株予約権の発行による収入 1,700 22,410 

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得によ
る支出 

△48,790 - 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 101,096 984,764 

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,948 △13,138 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 329,390 251,787 

現金及び現金同等物の期首残高 903,780 1,233,170 

現金及び現金同等物の期末残高 1,233,170 1,484,958 

 

 

 

  



(セグメント情報等) 

 【訂正前】 

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

当連結会計年度(自  平成29年10月１日  至  平成30年９月30日) 

      （単位：千円） 

  
報告セグメント 調整額 

（注）２ 
連結財務諸表 

計上額 情報通信事業 ＢＰＯ事業 海外法人事業 合計 

売上高             

 外部顧客への売上高 5,878,397 317,207 1,101,287 7,296,893 － 7,296,893 

 セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

23,715 135,272 － 158,987 △158,987 － 

計 5,902,113 452,480 1,101,287 7,455,881 △158,987 7,296,893 

セグメント利益 315,828 61,238 279,732 656,799 － 656,799 

セグメント資産 4,780,275 607,557 453,907 5,841,740 － 5,841,740 

その他の項目             

  減価償却費 34,643 2,825 66 37,534 － 37,534 

  のれんの償却額 104,152 12,228 － 116,381 － 116,381 

  特別利益 － － － － － － 

 特別損失 2,935 263 － 3,199 － 3,199 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

141,439 1,625 189 143,254 － 143,254 

(注)１ セグメント間内部売上振替高△158,987千円を記載しております。 

   ２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

【訂正後】 

     （単位：千円） 

  
報告セグメント 調整額 

（注）２ 
連結財務諸表 

計上額 情報通信事業 ＢＰＯ事業 海外法人事業 合計 

売上高             

 外部顧客への売上高 5,878,397 317,207 1,101,287 7,296,893 － 7,296,893 

 セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

23,715 135,272 － 158,987 △158,987 － 

計 5,902,113 452,480 1,101,287 7,455,881 △158,987 7,296,893 

セグメント利益 312,155 61,238 279,732 653,127 － 653,127 

セグメント資産 4,763,839 607,557 453,907 5,825,304 － 5,825,304 

その他の項目             

  減価償却費 34,643 2,825 66 37,534 － 37,534 

  のれんの償却額 104,152 12,228 － 116,381 － 116,381 

  特別利益 － － － － － － 

 特別損失 2,935 263 － 3,199 － 3,199 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

141,439 1,625 189 143,254 － 143,254 

 
  



(１株当たり情報) 

【訂正前】  

前連結会計年度 
(自 平成28年10月１日 
至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
至 平成30年９月30日) 

１株当たり純資産額 27.26円 
 

１株当たり純資産額 44.69円 
 

１株当たり当期純利益金額 2.40円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

2.38円 
 

１株当たり当期純利益金額 4.87円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

4.85円 
 

(注)  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。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
至 平成30年９月30日) 

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(千円) 140,361 312,334 

 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) 140,361 312,334 

 期中平均株式数(株) 58,577,886 64,159,258 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 普通株式増加数（株） 323,160 259,615 

 （うち新株予約権（株）） （323,160） （259,615） 

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

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

第13回新株予約権の数

4,000個 

第13回新株予約権の数 

2,520個 

第18回新株予約権の数 

88,240個 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



【訂正後】  

前連結会計年度 
(自 平成28年10月１日 
至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
至 平成30年９月30日) 

１株当たり純資産額 27.26円 
 

１株当たり純資産額 44.02円 
 

１株当たり当期純利益金額 2.40円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

2.38円 
 

１株当たり当期純利益金額 4.75円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

4.51円 
 

(注)  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。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
至 平成29年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年10月１日 
至 平成30年９月30日) 

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(千円) 140,361 304,801 

 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) 140,361 304,801 

 期中平均株式数(株) 58,577,886 64,149,258 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 普通株式増加数（株） 323,160 3,493,834 

 （うち新株予約権（株）） （323,160） （3,493,834） 

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

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

第13回新株予約権の数

4,000個 

第18回新株予約権の数 

88,240個 

  

  

 

 

 


