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2020年6月29日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ジ ー ニ ー 

代表者名 代表取締役社長 工藤  智昭 

（コード番号：6562 東証マザーズ） 

問合せ先 ＣＦＯ兼管理部長 菊 川  淳 

（TEL. 03-5909-8177） 

 

 

(訂正・数値データ訂正)「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 
2020年5月13日に公表いたしました「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部 に訂

正すべき事項がありましたので、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提出いたします。  

 

記 

 

1. 訂正の理由  
「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」添付資料について、有価証券報告書作成に際し、

再度精査を行った結果、前連結会計年度における連結損益計算書の営業外収益の区分掲記の誤り、連

結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの中で、その他と法人税等の支払

額の集計の誤り等があることが判明したため、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容  

訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

＜添付資料 7ページ＞ 

（２）連結損益計算書及び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４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 

 (自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日) 

売上高 14,954,778 14,348,300 

売上原価 13,008,229 12,127,471 

売上総利益 1,946,549 2,220,829 

販売費及び一般管理費  2,257,020  2,312,316 

営業損失（△） △310,470 △91,487 

営業外収益   

受取利息 390 395 

受取手数料 300 4,057 

助成金収入 － 1,425 

還付加算金 － 1,066 

その他 1,337 2,096 

営業外収益合計 2,027 9,040 
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【訂正後】 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 

 (自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日) 

売上高 14,954,778 14,348,300 

売上原価 13,008,229 12,127,471 

売上総利益 1,946,549 2,220,829 

販売費及び一般管理費  2,257,020 2,312,316 

営業損失（△） △310,470 △91,487 

営業外収益   

受取利息 390 395 

受取手数料 300 4,057 

助成金収入 200 1,425 

還付加算金 － 1,066 

その他 1,137 2,096 

営業外収益合計 2,027 9,040 
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（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４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2019 年４月１日 

  至 2020 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（△） △478,503 △172,656 

減価償却費 285,627 236,893 

貸倒引当金繰入額 2,015 10,665 

のれん償却額 43,872 69,214 

減損損失 171,855 24,757 

投資有価証券評価損益（△は益） 761 1,413 

為替差損益（△は益） △1,232 12,559 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,213 10,926 

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,137 1,363 

受取利息 △390 △395 

支払利息 12,066 9,051 

売上債権の増減額（△は増加） 808,754 △50,628 

たな卸資産の増減額（△は増加） － △5,684 

仕入債務の増減額（△は減少） △452,125 △85,157 

その他 △14,722 △61,719 

小計 398,331 604 

利息及び配当金の受取額 390 395 

利息の支払額 △12,066 △9,051 

法人税等の還付額 － 79,864 

法人税等の支払額 △183,428 1,295 

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,226 73,107 
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【訂正後】 

 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019 年４月１日 

至 2020 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（△） △478,503 △172,656 

減価償却費 285,627 236,893 

貸倒引当金繰入額 2,015 10,665 

のれん償却額 43,872 69,214 

減損損失 171,855 24,757 

投資有価証券評価損益（△は益） 761 1,413 

為替差損益（△は益） △1,232 12,559 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,213 10,926 

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,137 1,363 

受取利息 △390 △395 

支払利息 12,066 9,051 

売上債権の増減額（△は増加） 808,754 △50,628 

たな卸資産の増減額（△は増加） － △5,684 

仕入債務の増減額（△は減少） △452,125 △85,157 

その他 △14,722 △59,129 

小計 398,331 3,194 

利息及び配当金の受取額 390 395 

利息の支払額 △12,066 △9,051 

法人税等の還付額 － 79,864 

法人税等の支払額 △183,428 △1,295 

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,226 73,107 
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（１株当たり情報） 

 

【訂正前】 

４．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

【訂正後】 

３．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

以 上 


