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平成 31年２月４日 

各  位 

上場会社名 株 式 会 社 フ ル ス ピ ー ド 

（コード番号：2159 東証マザーズ） 

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 友 松 功 一 

問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 小 宮 山 雄 己 

電 話 番 号 03-5728-4460（代表） 

（URL http://www.fullspeed.co.jp/） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 31年４月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成30年 12月 14日に開示いたしました「平成 31年４月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

の一部に訂正の必要が生じましたので、下記のとおり訂正いたします。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付いたします。 

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 

 「平成31年４月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」発表後に、自己株式の計上漏れにより

記載内容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。 
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２． 訂正の内容 

（訂正箇所） 

〔サマリー情報〕１．平成 31年４月期第２四半期の連結業績（平成 30年５月～平成 30年 10月 31日） 

【訂正前】 

 百万円未満切捨て 

１．平成31年４月期第２四半期の連結業績（平成30年５月１日～平成30年10月31日） 

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、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 

四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

31年４月期第２四半期 10,375 5.7 646 △13.9 629 △16.8 400 15.8 

30年４月期第２四半期 9,820 2.2 751 27.6 756 31.5 345 △2.9 
 
（注）包括利益 31年４月期第２四半期 405 百万円 （18.1％）  30年４月期第２四半期 342 百万円 （△9.4％） 

 

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり 

四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

31年４月期第２四半期 25.70 － 

30年４月期第２四半期 22.19 － 

 

 

（２）連結財政状態 

 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 

31年４月期第２四半期 6,568 3,473 52.8 222.60 

30年４月期 6,384 3,067 48.0 196.69 
 
（参考）自己資本 31年４月期第２四半期 3,466 百万円  30年４月期 3,062 百万円 

 

〈中略〉 

 

※  注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無   

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－ 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無   

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無   
 

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無   
 

③  会計上の見積りの変更                        ： 無   
 

④  修正再表示                                  ： 無   

 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 
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①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年４月期２Ｑ 15,571,000 株 30年４月期 15,571,000 株 

②  期末自己株式数 31年４月期２Ｑ － 株 30年４月期 － 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 31年４月期２Ｑ 15,571,000 株 30年４月期２Ｑ 15,571,000 株 

〈後略〉 

 

 

 

【訂正後】 

 百万円未満切捨て 

１．平成31年４月期第２四半期の連結業績（平成30年５月１日～平成30年10月31日） 

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、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 

四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

31年４月期第２四半期 10,375 5.7 646 △13.9 629 △16.8 400 15.8 

30年４月期第２四半期 9,820 2.2 751 27.6 756 31.5 345 △2.9 
 

（注）包括利益 31年４月期第２四半期 405 百万円 （18.1％）  30年４月期第２四半期 342 百万円 （△9.4％） 

 

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり 

四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

31年４月期第２四半期 25.70 － 

30年４月期第２四半期 22.19 － 

 

 

（２）連結財政状態 

 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 

31年４月期第２四半期 6,568 3,473 52.8 222.59 

30年４月期 6,384 3,067 48.0 196.69 
 
（参考）自己資本 31年４月期第２四半期 3,465 百万円  30年４月期 3,062 百万円 

 

〈中略〉 

 

※  注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無   

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－ 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無   

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無   
 

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無   
 

③  会計上の見積りの変更                        ： 無   
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④  修正再表示                                  ： 無   

 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年４月期２Ｑ 15,571,000 株 30年４月期 15,571,000 株 

②  期末自己株式数 31年４月期２Ｑ 46 株 30年４月期 － 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 31年４月期２Ｑ 15,570,969 株 30年４月期２Ｑ 15,571,000 株 

〈後略〉 

 

 

〈添付資料 ３ページ〉 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（２）財政状態に関する説明 

 

【訂正前】 

 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 流動資産は5,863,412千円となり、前連結会計年度末に比べて99,671千円増加しました。これは、主に受取手形及

び売掛金の増加によるものであります。 

 固定資産は704,863千円となり、前連結会計年度末に比べて83,751千円増加しました。これは、投資有価証券の

売却による減少があったものの、差入保証金及び関係会社株式が増加したことによるものであります。 

（負債） 

 流動負債は2,596,814千円となり、前連結会計年度末に比べて131,508千円減少しました。これは、主にその他の

減少によるものであります。 

 固定負債は498,320千円となり、前連結会計年度末に比べて90,378千円減少しました。これは、主に長期借入金

の減少によるものであります。 

 

（純資産） 

 純資産は3,473,140千円となり、前連結会計年度末に比べて405,309千円増加しました。これは、主に親会社株主

に帰属する四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,340,092千円となり、前連結会計年度末に比

べ5,611千円増加しました。 

 当第２四半期連結累計期間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、304,294千円のプラスとなりました。これは、主に法人税等の支払額が

293,613千円があったものの、税金等調整前四半期純利益629,413千円を計上したこと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、164,646千円のマイナスとなりました。これは、主に有形及び無形固定

資産の取得による支出104,760千円並びに関係会社株式の取得による支出50,000千円があったことによるものであ

ります。 
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（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、133,840千円のマイナスとなりました。これは、長期借入金の返済によ

る支出133,840千円があったことによるものであります。 

 

 

【訂正後】 

 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 流動資産は5,863,367千円となり、前連結会計年度末に比べて99,627千円増加しました。これは、主に受取手形及

び売掛金の増加によるものであります。 

 固定資産は704,863千円となり、前連結会計年度末に比べて83,751千円増加しました。これは、投資有価証券の

売却による減少があったものの、差入保証金及び関係会社株式が増加したことによるものであります。 

（負債） 

 流動負債は2,596,814千円となり、前連結会計年度末に比べて131,508千円減少しました。これは、主にその他の

減少によるものであります。 

 固定負債は498,320千円となり、前連結会計年度末に比べて90,378千円減少しました。これは、主に長期借入金

の減少によるものであります。 

 

（純資産） 

 純資産は3,473,095千円となり、前連結会計年度末に比べて405,265千円増加しました。これは、主に親会社株主

に帰属する四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,340,048千円となり、前連結会計年度末に比

べ5,566千円増加しました。 

 当第２四半期連結累計期間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、304,294千円のプラスとなりました。これは、主に法人税等の支払額が

293,613千円があったものの、税金等調整前四半期純利益629,413千円を計上したこと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、164,646千円のマイナスとなりました。これは、主に有形及び無形固定

資産の取得による支出104,760千円並びに関係会社株式の取得による支出50,000千円があったことによるものであ

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、133,884千円のマイナスとなりました。これは、主に長期借入金の返済

による支出133,840千円があったことによるものであります。 
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〈添付資料 ４ページ〉 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 

 

【訂正前】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成30年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,334,481 3,340,092 

受取手形及び売掛金 2,324,413 2,436,005 

前払費用 60,206 58,241 

未収入金 10,554 8,229 

その他 34,843 22,565 

貸倒引当金 △759 △1,721 

流動資産合計 5,763,740 5,863,412 

固定資産   

有形固定資産   

建物 206,932 253,651 

減価償却累計額 △81,234 △94,603 

建物（純額） 125,697 159,047 

工具、器具及び備品 238,696 268,165 

減価償却累計額 △190,242 △202,764 

工具、器具及び備品（純額） 48,453 65,401 

その他 13,370 － 

有形固定資産合計 187,521 224,448 

無形固定資産   

ソフトウエア 65,426 84,676 

のれん 46,872 40,302 

その他 13,425 4,123 

無形固定資産合計 125,724 129,102 

投資その他の資産   

投資有価証券 40,252 10,228 

関係会社株式 19,221 60,775 

破産更生債権等 180,745 180,504 

繰延税金資産 103,917 101,016 

差入保証金 144,463 179,292 

その他 5,254 5,242 

貸倒引当金 △185,989 △185,748 

投資その他の資産合計 307,865 351,311 

固定資産合計 621,112 704,863 

資産合計 6,384,852 6,568,275 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成30年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,747,686 1,769,421 

1年内返済予定の長期借入金 234,340 201,000 

未払金 134,337 116,296 

未払法人税等 217,247 235,198 

未払消費税等 18,232 26,708 

賞与引当金 90,080 85,619 

その他 286,399 162,569 

流動負債合計 2,728,322 2,596,814 

固定負債   

長期借入金 568,500 468,000 

資産除去債務 20,199 30,320 

固定負債合計 588,699 498,320 

負債合計 3,317,022 3,095,135 

純資産の部   

株主資本   

資本金 898,887 898,887 

資本剰余金 869,887 869,887 

利益剰余金 1,285,516 1,685,708 

株主資本合計 3,054,290 3,454,482 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 71 54 

為替換算調整勘定 8,324 11,498 

その他の包括利益累計額合計 8,396 11,553 

非支配株主持分 5,143 7,103 

純資産合計 3,067,830 3,473,140 

負債純資産合計 6,384,852 6,568,275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 8 - 

 

 

 

 

【訂正後】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成30年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,334,481 3,340,048 

受取手形及び売掛金 2,324,413 2,436,005 

前払費用 60,206 58,241 

未収入金 10,554 8,229 

その他 34,843 22,565 

貸倒引当金 △759 △1,721 

流動資産合計 5,763,740 5,863,367 

固定資産   

有形固定資産   

建物 206,932 253,651 

減価償却累計額 △81,234 △94,603 

建物（純額） 125,697 159,047 

工具、器具及び備品 238,696 268,165 

減価償却累計額 △190,242 △202,764 

工具、器具及び備品（純額） 48,453 65,401 

その他 13,370 － 

有形固定資産合計 187,521 224,448 

無形固定資産   

ソフトウエア 65,426 84,676 

のれん 46,872 40,302 

その他 13,425 4,123 

無形固定資産合計 125,724 129,102 

投資その他の資産   

投資有価証券 40,252 10,228 

関係会社株式 19,221 60,775 

破産更生債権等 180,745 180,504 

繰延税金資産 103,917 101,016 

差入保証金 144,463 179,292 

その他 5,254 5,242 

貸倒引当金 △185,989 △185,748 

投資その他の資産合計 307,865 351,311 

固定資産合計 621,112 704,863 

資産合計 6,384,852 6,568,231 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成30年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,747,686 1,769,421 

1年内返済予定の長期借入金 234,340 201,000 

未払金 134,337 116,296 

未払法人税等 217,247 235,198 

未払消費税等 18,232 26,708 

賞与引当金 90,080 85,619 

その他 286,399 162,569 

流動負債合計 2,728,322 2,596,814 

固定負債   

長期借入金 568,500 468,000 

資産除去債務 20,199 30,320 

固定負債合計 588,699 498,320 

負債合計 3,317,022 3,095,135 

純資産の部   

株主資本   

資本金 898,887 898,887 

資本剰余金 869,887 869,887 

利益剰余金 1,285,516 1,685,708 

自己株式 － △44 

株主資本合計 3,054,290 3,454,438 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 71 54 

為替換算調整勘定 8,324 11,498 

その他の包括利益累計額合計 8,396 11,553 

非支配株主持分 5,143 7,103 

純資産合計 3,067,830 3,473,095 

負債純資産合計 6,384,852 6,568,231 
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〈添付資料 ８ページ〉 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

 

  （単位：千円） 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成29年５月１日 

 至 平成29年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成30年５月１日 

 至 平成30年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 627,792 629,413 

減価償却費 76,760 46,419 

のれん償却額 1,524 6,569 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 546 721 

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,101 △4,460 

受取利息及び受取配当金 △80 △33 

支払利息 2,887 1,785 

持分法による投資損益（△は益） 812 8,245 

減損損失 128,600 － 

売上債権の増減額（△は増加） △143,591 △111,351 

仕入債務の増減額（△は減少） 53,704 21,735 

未払債務の増減額（△は減少） △48,268 △51,703 

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,971 9,466 

その他 △26,974 35,922 

小計 620,845 592,731 

利息及び配当金の受取額 80 33 

利息の支払額 △3,201 △1,397 

法人税等の支払額 △297,203 △293,613 

法人税等の還付額 91,294 6,540 

営業活動によるキャッシュ・フロー 411,815 304,294 

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 △42,340 △61,612 

無形固定資産の取得による支出 △79,913 △43,148 

事業譲受による支出 △18,260 － 

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 △64,121 △40,732 

関係会社株式の取得による支出 － △50,000 

その他 － 847 

投資活動によるキャッシュ・フロー △204,635 △164,646 

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） △482,000 － 

長期借入れによる収入 880,000 － 

長期借入金の返済による支出 △81,532 △133,840 

非支配株主からの払込みによる収入 4,900 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 321,368 △133,840 

現金及び現金同等物に係る換算差額 398 △196 
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 528,945 5,611 

現金及び現金同等物の期首残高 2,377,748 3,334,481 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,906,694 3,340,092 
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【訂正後】 

  （単位：千円） 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成29年５月１日 

 至 平成29年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成30年５月１日 

 至 平成30年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 627,792 629,413 

減価償却費 76,760 46,419 

のれん償却額 1,524 6,569 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 546 721 

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,101 △4,460 

受取利息及び受取配当金 △80 △33 

支払利息 2,887 1,785 

持分法による投資損益（△は益） 812 8,245 

減損損失 128,600 － 

売上債権の増減額（△は増加） △143,591 △111,351 

仕入債務の増減額（△は減少） 53,704 21,735 

未払債務の増減額（△は減少） △48,268 △51,703 

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,971 9,466 

その他 △26,974 35,922 

小計 620,845 592,731 

利息及び配当金の受取額 80 33 

利息の支払額 △3,201 △1,397 

法人税等の支払額 △297,203 △293,613 

法人税等の還付額 91,294 6,540 

営業活動によるキャッシュ・フロー 411,815 304,294 

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 △42,340 △61,612 

無形固定資産の取得による支出 △79,913 △43,148 

事業譲受による支出 △18,260 － 

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 △64,121 △40,732 

関係会社株式の取得による支出 － △50,000 

その他 － 847 

投資活動によるキャッシュ・フロー △204,635 △164,646 

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） △482,000 － 

長期借入れによる収入 880,000 － 

長期借入金の返済による支出 △81,532 △133,840 

自己株式の取得による支出 － △44 

非支配株主からの払込みによる収入 4,900 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 321,368 △133,884 

現金及び現金同等物に係る換算差額 398 △196 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 528,945 5,566 

現金及び現金同等物の期首残高 2,377,748 3,334,481 
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現金及び現金同等物の四半期末残高 2,906,694 3,340,048 

 

 

 

 

  

 

 ※修正後の決算短信につきましては、当社ホームページ

（http://www.fullspeed.co.jp/ir/financial_report）に掲載いたします。 
 

以上 


