
 

平成 29年６月 23日 

各  位 

東京都新宿区西新宿 八丁目 1 7 番１号 

株 式 会 社 ア ド ウ ェ イ ズ 

代 表 取 締 役          岡 村  陽 久 

（コード番号： 2 4 8 9  東証マザーズ） 

問い合わせ先: 

管理担当上席執行役員   田 中  庸 一 

電 話 番 号 0 3（ 5 3 3 1） 6 3 0 8 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 29年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成29年５月12日に発表いたしました「平成29年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内

容に一部訂正すべき事項がありましたので、以下の通りお知らせいたします。 

決算短信の訂正理由につきましては、社内における精査の結果、記載ミスが見つかったためであり

ます。なお、訂正箇所は＿を付して内容を表示しております。 

 

記 

訂正箇所① 

【サマリー情報】 

１． 平成 29年３月期の連結業績（平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況  

（訂正前） 

  
営業活動による  

キャッシュ・フロー  

投資活動による  

キャッシュ・フロー  

財務活動による  

キャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物  

期末残高  

  百万円  百万円  百万円  百万円  

29年３月期  △55  △988  △1,160  8,317  

28年３月期  477  △763  △599  10,635  

 

（訂正後） 

  
営業活動による  

キャッシュ・フロー  

投資活動による  

キャッシュ・フロー  

財務活動による  

キャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物  

期末残高  

  百万円  百万円  百万円  百万円  

29年３月期  △53  △987  △1,164  8,317  

28年３月期  477  △763  △599  10,635  

 

訂正箇所② 

【５ページ】 

１． 経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 
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（訂正前） 

 [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、55,822千円の支出となりました（前期は 477,057千円の

収入）。主な要因は、税金等調整前当期純損失 192,713千円、減価償却費 143,756千円、貸倒引

当金の増加 175,257千円、受取利息及び受取配当金の減少 45,227千円、投資有価証券評価損

243,477千円、売上債権の増加 116,680千円、仕入債務の減少 280,134千円、及び法人税等の支払

額 447,351千円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、988,203千円の支出となりました（前期は 763,394千円の

支出）。主な要因は、定期預金の預入による支出 252,920千円、投資有価証券の取得による支出

210,000千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 210,100千円、及び事業譲受

による支出 155,700千円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、1,160,939千円の支出となりました（前期は 599,974千円

の支出）。主な要因は、自己株式の取得に伴う支出 1,002,001千円、及び配当金の支払いによる

支出 103,229千円によるものであります。 

 

（訂正後） 

 [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、53,650千円の支出となりました（前期は 477,057千円の

収入）。主な要因は、税金等調整前当期純損失 192,713千円、減価償却費 143,756千円、貸倒引

当金の増加 117,209千円、受取利息及び受取配当金の減少 45,227千円、投資有価証券評価損

243,477千円、売上債権の増加 58,632千円、仕入債務の減少 280,134千円、及び法人税等の支払

額 447,351千円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、987,083千円の支出となりました（前期は 763,394千円の

支出）。主な要因は、定期預金の預入による支出 252,920千円、投資有価証券の取得による支出

330,000千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 210,100千円、及び事業譲受

による支出 155,700千円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、1,164,231千円の支出となりました（前期は 599,974千円

の支出）。主な要因は、自己株式の取得に伴う支出 1,002,001千円、及び配当金の支払いによる支

出 94,541千円によるものであります。 
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訂正箇所③  

【11ページ】  

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 平成 27年４月１日  

 至 平成 28年３月 31日)  

当連結会計年度  

(自 平成 28年４月１日  

 至 平成 29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又は税金等調整前当期

純損失（△）  
681,803  △192,713  

減価償却費  139,207  143,756  

のれん償却額  19,133  61,802  

貸倒引当金の増減額（△は減少）  112,540  175,257  

受取利息及び受取配当金  △55,800  △45,227  

支払利息  88  44  

減損損失  4,742  134,566  

有形固定資産売却損益（△は益）  △547  10  

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）  30,333  243,477  

関係会社株式評価損  44,120  98,481  

関係会社株式売却損益（△は益）  -  △25,476  

持分法による投資損益（△は益）  △5,857  5,161  

為替差損益（△は益）  1,325  1,275  

補助金収入  △13,587  △7,400  

売上債権の増減額（△は増加）  △757,413  △116,680  

仕入債務の増減額（△は減少）  674,054  △280,134  

未払消費税等の増減額（△は減少）  73,019  82,832  

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）  67,771  13,830  

その他  △198,054  48,315  

小計  816,879  341,180  

利息及び配当金の受取額  57,087  42,991  

利息の支払額  △88  △44  

補助金の受取額  13,587  7,400  

法人税等の支払額  △410,408  △447,351  

営業活動によるキャッシュ・フロー  477,057  △55,822  

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  △103,116  △45,894  

無形固定資産の取得による支出  △24,435  △8,531  

定期預金の純増減額（△は増加）  △133,260  △252,920  

投資有価証券の取得による支出  △586,877  △210,000  

投資有価証券の売却による収入  226,792  80,373  

関係会社株式の取得による支出  △59,742  △121,120  

関係会社株式の売却による収入  －  4,104  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る収入  
－  794  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る支出  
－  △7,665  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出  
－  ※2 △210,100  

貸付けによる支出  △16,392  △34,986  

貸付金の回収による収入  29,789  28,777  

資産除去債務の履行による支出  △3,078  －  
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事業譲受による支出  －  ※3 △155,700  

その他  △93,073  △55,334  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △763,394  △988,203  

財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入れによる収入  280,000  160,000  

短期借入金の返済による支出  △280,000  △160,204  

新株予約権の行使による株式の発行による収入  2,940  －  

自己株式の取得による支出  △408,481  △1,002,001  

配当金の支払額  △138,153  △103,229  

非支配株主への配当金の支払額  △37,289  －  

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  
△18,990  －  

新株予約権の買入消却による支出  －  △55,503  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △599,974  △1,160,939  

 

（訂正後） 

    (単位：千円)  

  

前連結会計年度  

(自 平成 27年４月１日  

 至 平成 28年３月 31日)  

当連結会計年度  

(自 平成 28年４月１日  

 至 平成 29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又は税金等調整前当期

純損失（△）  
681,803  △192,713  

減価償却費  139,207  143,756  

のれん償却額  19,133  61,802  

貸倒引当金の増減額（△は減少）  112,540  117,209  

受取利息及び受取配当金  △55,800  △45,227  

支払利息  88  44  

減損損失  4,742  134,566  

有形固定資産売却損益（△は益）  △547  10  

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）  30,333  243,477  

関係会社株式評価損  44,120  98,481  

関係会社株式売却損益（△は益）  -  △25,476  

持分法による投資損益（△は益）  △5,857  5,161  

為替差損益（△は益）  1,325  1,275  

補助金収入  △13,587  △7,400  

売上債権の増減額（△は増加）  △757,413  △58,632  

仕入債務の増減額（△は減少）  674,054  △280,134  

未払消費税等の増減額（△は減少）  73,019  82,832  

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）  67,771  13,830  

その他  △198,054  50,487  

小計  816,879  343,352  

利息及び配当金の受取額  57,087  42,991  

利息の支払額  △88  △44  

補助金の受取額  13,587  7,400  

法人税等の支払額  △410,408  △447,351  

営業活動によるキャッシュ・フロー  477,057  △53,650  

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  △103,116  △45,894  

無形固定資産の取得による支出  △24,435  △8,531  

定期預金の純増減額（△は増加）  △133,260  △252,920  

投資有価証券の取得による支出  △586,877  △330,000  

投資有価証券の売却による収入  226,792  80,373  

関係会社株式の取得による支出  △59,742  －  
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関係会社株式の売却による収入  －  4,104  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る収入  
－  794  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る支出  
－  △7,665  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出  
－  ※2 △210,100  

貸付けによる支出  △16,392  △34,986  

貸付金の回収による収入  29,789  28,777  

資産除去債務の履行による支出  △3,078  －  

事業譲受による支出  －   ※3 △155,700  

その他  △93,073  △55,334  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △763,394  △987,083  

財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入れによる収入  280,000  160,000  

短期借入金の返済による支出  △280,000  △160,204  

新株予約権の行使による株式の発行による収入  2,940  －  

自己株式の取得による支出  △408,481  △1,002,001  

配当金の支払額  △138,153  △94,541  

非支配株主への配当金の支払額  △37,289  △10,859  

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  
△18,990  △1,120  

新株予約権の買入消却による支出  －  △55,503  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △599,974  △1,164,231  

 

訂正箇所④  

【21ページ】  

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 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

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

（訂正前） 

当連結会計年度（自平成 28年４月１日 至平成 29年３月 31日）  

          （単位：千円）  

  報告セグメント  
その他  
（注）  

合計  
  広告事業  

アプリ・  
メディア  
事業  

海外事業  計  

売上高              

外部顧客に対する売上高  35,690,633  697,098  5,860,636  42,248,368  81,109  42,329,478  

セグメント間の内部売上高又は振替高  562,399  912  1,241,616  1,804,928  32,270  1,837,198  

計  36,253,033  698,010  7,102,252  44,053,296  113,379  44,166,676  

セグメント利益又は損失（△）  2,975,448  △74,301  △830,325  2,070,821  △273,802  1,797,019  

セグメント資産  5,300,520  633,196  3,333,324  9,267,040  296,755  9,563,796  

その他の項目              

減価償却費  35,938  2,793  56,613  95,345  2,358  97,703  

のれんの償却額  －  4,138  57,664  61,802  －  61,802  

有形固定資産及び無形固定資産の増加額  15,321  12,100  28,335  55,756  1,183  56,940  

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新規事業等を含んでおります。 
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（訂正後） 

当連結会計年度（自平成 28年４月１日 至平成 29年３月 31日）  

          （単位：千円）  

  報告セグメント  
その他  
（注）  

合計  
  広告事業  

アプリ・  
メディア  
事業  

海外事業  計  

売上高              

外部顧客に対する売上高  35,690,633  697,098  5,860,636  42,248,368  81,109  42,329,478  

セグメント間の内部売上高又は振替高  562,399  912  1,241,616  1,804,928  32,270  1,837,198  

計  36,253,033  698,010  7,102,252  44,053,296  113,379  44,166,676  

セグメント利益又は損失（△）  2,975,448  △74,301  △830,325  2,070,821  △273,802  1,797,019  

セグメント資産  5,300,520  633,196  3,333,324  9,267,040  296,755  9,563,796  

その他の項目              

減価償却費  35,938  2,793  56,613  95,345  2,358  97,703  

のれんの償却額  －  4,138  57,664  61,802  －  61,802  

有形固定資産及び無形固定資産の増加額  84,245  12,100  28,335  124,680  1,183  125,864 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新規事業等を含んでおります。 

 

訂正箇所⑤  

【22ページ】  

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 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関す

る事項） 

（訂正前） 

その他の項目  

（単位：千円） 

その他の項目  

報告セグメント計  その他  調整額  連結財務諸表計上額  

前連結  

会計年度  

当連結  

会計年度  

前連結  

会計年度  

当連結  

会計年度  

前連結  

会計年度  

当連結  

会計年度  

前連結  

会計年度  

当連結  

会計年度  

減価償却費  75,932  95,345  11,800  2,358  51,475  46,052  139,207  143,756  

のれんの償却額  19,133  61,802  －  －  －  －  19,133  61,802  

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

128,880  55,756  698  1,183  16,433  11,086  146,012  68,026  

（注）のれんの償却額の調整額は、各報告セグメントに帰属しないのれんの償却額であります。 
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（訂正後） 

その他の項目  

（単位：千円） 

その他の項目  

報告セグメント計  その他  調整額  連結財務諸表計上額  

前連結  

会計年度  

当連結  

会計年度  

前連結  

会計年度  

当連結  

会計年度  

前連結  

会計年度  

当連結  

会計年度  

前連結  

会計年度  

当連結  

会計年度  

減価償却費  75,932  95,345  11,800  2,358  51,475  46,052  139,207  143,756  

のれんの償却額 19,133  61,802  －  －  －  －  19,133  61,802  

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額（注） 

128,880  124,680  698  1,183  16,433  11,086  146,012  136,950  

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に親会社の工具、器具及び備品の増加額でありま

す。 

以 上 
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