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各  位 

 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

                         

 2019 年５月７日に提出した「2019 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に一部誤りがあり

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

の数値データも送信します。 

 

記 

１．訂正理由 

「2019 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、連結キャッシュ・フロー計算書及

び連結財務諸表に関する注記事項の一部に誤りがあることが判明したため、訂正するものであり

ます。 

 

２．訂正の内容 

別紙のとおり、訂正前及び訂正後の記載内容をそれぞれ添付し、訂正箇所に下線を付して表示

しております。 

 

以上 

会 社 名  平 安 レ イ サ ー ビ ス 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 相 馬 秀 行 

  （JASDAQ コード番号：2344） 

問合せ先 
 代表取締役専務取締役 

管理本部長 
山 田 朗 弘 

  （TEL：0463-34-2771） 



【別紙】 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（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 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019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利益 1,985,435 2,118,991 

 減価償却費 462,565 442,215 

 
掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減
少） 

△1,376 △728 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 49 99 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,912 13,890 

 受取利息及び受取配当金 △4,806 △4,813 

 補助金収入 △78,623 － 

 固定資産圧縮損 61,856 － 

 保険解約損益（△は益） 387 163 

 売上債権の増減額（△は増加） 36,286 △34,039 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 20,880 2,780 

 仕入債務の増減額（△は減少） △25,526 △2,711 

 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） △265,468 △290,488 

 その他 84,039 △651 

 小計 2,287,613 2,244,706 

 利息及び配当金の受取額 4,126 4,492 

 補助金の受取額 78,623 － 

 法人税等の支払額 △709,540 △710,161 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,660,823 1,539,037 

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 △124,150 △124,980 

 定期預金の払戻による収入 124,980 124,980 

 供託金の預入による支出 △500,423 － 

 供託金の払戻による収入 86,346 － 

 有形固定資産の取得による支出 △444,464 △1,285,745 

 有形固定資産の売却による収入 1,757 2,063 

 無形固定資産の取得による支出 △17,324 △1,523 

 投資有価証券の償還による収入 700,000 － 

 その他の支出 △45,223 △41,311 

 その他の収入 24,986 18,022 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △193,514 △1,308,494 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △315,023 △367,107 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △315,023 △367,107 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,152,285 △136,563 

現金及び現金同等物の期首残高 9,753,221 10,905,507 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 10,905,507 ※1 10,768,943 

 



３．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（訂正後） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019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利益 1,985,435 2,118,991 

 減価償却費 462,565 442,191 

 
掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額（△は減
少） 

△1,376 △728 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 49 99 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,912 13,890 

 受取利息及び受取配当金 △4,806 △4,813 

 補助金収入 △78,623 － 

 固定資産圧縮損 61,856 － 

 保険解約損益（△は益） 387 163 

 売上債権の増減額（△は増加） 36,286 △34,039 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 20,880 2,780 

 仕入債務の増減額（△は減少） △25,526 △2,711 

 前払式特定取引前受金の増減額（△は減少） △265,468 △290,488 

 その他 84,039 △651 

 小計 2,287,613 2,244,683 

 利息及び配当金の受取額 4,126 4,492 

 補助金の受取額 78,623 － 

 法人税等の支払額 △709,540 △710,161 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,660,823 1,539,013 

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 △124,150 △124,980 

 定期預金の払戻による収入 124,980 124,980 

 供託金の預入による支出 △500,423 － 

 供託金の払戻による収入 86,346 － 

 有形固定資産の取得による支出 △444,464 △1,285,722 

 有形固定資産の売却による収入 1,757 2,063 

 無形固定資産の取得による支出 △17,324 △1,523 

 投資有価証券の償還による収入 700,000 － 

 その他の支出 △45,223 △41,311 

 その他の収入 24,986 18,022 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △193,514 △1,308,470 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △315,023 △367,107 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △315,023 △367,107 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,152,285 △136,563 

現金及び現金同等物の期首残高 9,753,221 10,905,507 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 10,905,507 ※1 10,768,943 



３．連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(金融商品関係) 

２．金融商品の時価等に関する事項 

(注 3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 

（訂正前） 

当連結会計年度（2019年３月31日）                             (単位：千円) 

 １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

現金及び預金 10,891,848 ― ― ― 

売掛金 247,537 ― ― ― 

有価証券及び投資有価証券     

  その他有価証券のうち満期があるもの（国債） ― ― ― ― 

  その他有価証券のうち満期があるもの（社債） ― 30,000 40,000 ― 

敷金及び保証金 13,221 232,708 140,494 183,542 

合計 11,152,606 262,708 180,494 183,542 

（注）長期貸付金（30,000千円）、供託金（6,854,500千円）及び敷金及び保証金（1,071,315千円）については、

契約上返還期日の定めがなく、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額に含めておりません。 

 

 

（訂正後） 

当連結会計年度（2019年３月31日）                             (単位：千円) 

 １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

現金及び預金 10,891,848 ― ― ― 

売掛金 247,536 ― ― ― 

有価証券及び投資有価証券     

  その他有価証券のうち満期があるもの（国債） ― ― ― ― 

  その他有価証券のうち満期があるもの（社債） ― 30,000 40,000 ― 

敷金及び保証金 13,254 227,211 132,737 183,542 

合計 11,152,639 257,211 172,737 183,542 

（注）長期貸付金（30,000千円）、供託金（6,854,500千円）及び敷金及び保証金（1,071,315千円）については、

契約上返還期日の定めがなく、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額に含めておりません。 

 

以上 

 


