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平成 26年６月 27日 

各      位 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 26年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成26年５月12日に公表いたしました「平成26年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」について、記載内容に一部訂正

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

も送信いたします。 

なお、訂正箇所に下線を付しております。 

 

記 

 

１．訂正箇所 

○添付資料15ページ 

連結株主資本等変動計算書 

 

【訂正前】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３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 124,999 1,008,443 △881,882  251,560 

当期変動額      

新株の発行 2,509,085 2,509,085   5,018,170 

連結範囲の変動   △3,758  △3,758 

当期純損失（△）   △133,923  △133,923 

自己株式の取得    △915 △915 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）      

当期変動額合計 2,509,085 2,509,085 △137,682 △915 4,879,573 

当期末残高 2,634,084 3,517,528 △1,019,564 △915 5,131,134 

 

  

会 社 名 株 式 会 社 リ プ ロ セ ル 

代表者名 代表取締役社長 横山  周史 

 （コード番号：4978） 

問合せ先 
取 締 役 

経 営 管 理 部 長 
片山  浩美 

 （TEL.045-475-3887） 
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 その他の包括利益累計額 

新株予約権 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    251,560 

当期変動額     

新株の発行    5,018,170 

連結範囲の変動    △3,758 

当期純損失（△）    △133,923 

自己株式の取得    △915 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 2,300 2,300 61,800 64,100 

当期変動額合計 2,300 2,300 61,800 4,943,673 

当期末残高 2,300 2,300 61,800 5,195,234 

 
【訂正後】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３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 124,999 1,008,443 △885,641  247,802 

当期変動額      

新株の発行 2,509,085 2,509,085   5,018,170 

当期純損失（△）   △133,923  △133,923 

自己株式の取得    △915 △915 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）      

当期変動額合計 2,509,085 2,509,085 △133,923 △915 4,883,332 

当期末残高 2,634,084 3,517,528 △1,019,564 △915 5,131,134 

 

     

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 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    247,802 

当期変動額     

新株の発行    5,018,170 

当期純損失（△）    △133,923 

自己株式の取得    △915 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 2,300 2,300 61,800 64,100 

当期変動額合計 2,300 2,300 61,800 4,947,432 

当期末残高 2,300 2,300 61,800 5,195,234 
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○添付資料 16ページ 

連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円） 

 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成26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損失（△） △132,869 
減価償却費 10,333 
賞与引当金の増減額（△は減少） 733 
受取利息及び受取配当金 △4,196 
補助金収入 △22,552 
支払利息 319 
株式公開費用 20,440 
株式交付費 39,288 
新株予約権発行費 7,112 
為替差損益（△は益） △1,005 
売上債権の増減額（△は増加） 7,993 
たな卸資産の増減額（△は増加） △32,073 
仕入債務の増減額（△は減少） 10,954 
未払金の増減額（△は減少） 17,520 
その他 △18,053 

小計 △96,054 

利息及び配当金の受取額 4,196 
補助金の受取額 56,404 
利息の支払額 △319 
法人税等の支払額 △3,270 

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,042 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
投資有価証券の取得による支出 △50,000 
有形固定資産の取得による支出 △4,107 
その他 15 

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,092 

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 2,443,961 
新株予約権の発行による収入 87,648 
新株予約権の行使による株式の発行による収入 2,513,196 
株式の発行による支出 △6,475 
株式公開費用の支出 △20,440 
自己株式の取得による支出 △915 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,016,974 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,021 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,926,860 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少） 
1,189 

現金及び現金同等物の期首残高 248,178 

現金及び現金同等物の期末残高 5,176,229 
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【訂正後】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円） 

 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成26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損失（△） △132,869 
減価償却費 10,333 
賞与引当金の増減額（△は減少） 733 
受取利息及び受取配当金 △4,196 
補助金収入 △22,552 
支払利息 319 
株式公開費用 20,440 
株式交付費 39,288 
新株予約権発行費 7,112 
為替差損益（△は益） △1,005 
売上債権の増減額（△は増加） 7,993 
たな卸資産の増減額（△は増加） △32,073 
仕入債務の増減額（△は減少） 10,954 
未払金の増減額（△は減少） 17,520 
その他 △18,053 

小計 △96,054 

利息及び配当金の受取額 4,196 
補助金の受取額 56,404 
利息の支払額 △319 
法人税等の支払額 △3,270 

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,042 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
投資有価証券の取得による支出 △50,000 
有形固定資産の取得による支出 △4,107 
その他 15 

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,092 

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 2,443,961 
新株予約権の発行による収入 87,648 
新株予約権の行使による株式の発行による収入 2,513,196 
株式の発行による支出 △6,475 
株式公開費用の支出 △20,440 
自己株式の取得による支出 △915 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,016,974 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,021 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,926,860 

現金及び現金同等物の期首残高 249,368 

現金及び現金同等物の期末残高 5,176,229 

 

２．訂正理由 

「平成 26年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に記載の誤りがあることが判明したため、訂正するものです。 

 

 

以 上 
 

 


