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平成 25 年 8 月 12 日 
各 位 

会社名 株式会社日本一ソフトウェア 
代表者名 代表取締役会長 北角 浩一 
 (JASDAQ・コード番号：3851) 
問合わせ先 
役職・氏名 取締役管理部長 世古 哲久 
 電 話       058-371-7275 

 
 

（訂正・数値データ訂正）「平成 25 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 25 年５月 10 日に発表いたしました標記開示資料について一部訂正がありましたのでお

知らせいたします。 
なお、訂正箇所は下線を付けて表示しております。 
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。 
 

記 
 
 
 訂正箇所 
 
サマリー情報 １．平成 25 年 3 月期の連結業績（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 
（1）連結経営成績 
（訂正前） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 
25 年 3 月期 
24 年 3 月期 

百万円 
2,530 
2,460 

％ 
2.8 

11.0 

百万円

△181
320

％

― 
1.6

百万円

△168
326

％ 
― 

6.7 

百万円 
△207 

215 

％

― 
△6.2

（注）包括利益  25年3月期   △156百万円   （―％） 24年3月期  228百万円   （17.2％） 
 

 1 株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり当期純利益

自己資本当期 
純利益利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 
25 年 3 月期 
24 年 3 月期 

円 銭 
△49.09 

51.22 

円 銭
―

50.19

％

△18.8
20.1

％ 
 △7.4 

17.3 

％

△7.2
13.0

（参考） 持分法投資損益      25年3月期  ―百万円  24年3月期  ―百万円 
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（訂正後） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 
25 年 3 月期 
24 年 3 月期 

百万円 
2,530 
2,460 

％ 
2.8 

11.0 

百万円

△181
320

％

― 
1.6

百万円

△168
326

％ 
― 

6.7 

百万円 
△215 

215 

％

― 
△6.2

（注）包括利益  25年3月期   △164百万円   （―％） 24年3月期  228百万円   （17.2％） 
 

 1 株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり当期純利益

自己資本当期 
純利益利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 
25 年 3 月期 
24 年 3 月期 

円 銭 
△50.88 

51.22 

円 銭
―

50.19

％

△19.5
20.1

％ 
 △7.4 

17.3 

％

△7.2
13.0

（参考） 持分法投資損益      25年3月期  ―百万円  24年3月期  ―百万円 
 
 
サマリー情報 １．平成 25 年 3 月期の連結業績（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 
（2）連結財政状態 
（訂正前） 
 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 
25 年 3 月期 
24 年 3 月期 

百万円 
2,579 
2,001 

百万円

1,029
1,184

％ 
39.9 
59.2 

円 銭
242.72
281.00

（参考） 自己資本  25年3月期  1,029百万円  24年3月期  1,184百万円 
 
（訂正後） 
 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 
25 年 3 月期 
24 年 3 月期 

百万円 
2,570 
2,001 

百万円

1,020
1,184

％ 
39.7 
59.2 

円 銭
240.71
281.00

（参考） 自己資本  25年3月期  1,020百万円  24年3月期  1,184百万円 
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添付資料２ページ １．経営成績・財政状態に関する分析（1）経営成績に関する分析 
（訂正前） 

 ① 当期の経営成績 

（中略） 

 その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 2,530,553 千円（前年同期比 2.8％増)、営業損失 181,500

千円（前年同期は 320,248 千円の営業利益）、経常損失 168,382 千円（前年同期は 326,114 千円の経常利

益）、当期純損失 207,800 千円（前年同期は 215,989 千円の当期純利益）となりました。 

  

セグメント別の業績は以下のとおりです。 

 

（パッケージ事業） 

（中略） 

 その結果、当事業全体におきましては、売上高 1,920,758 千円、営業損失 136,855 千円となりました。 

  

（オンライン事業） 

（中略） 

 その結果、当事業全体におきましては、売上高 389,358 千円、営業利益 168,027 千円となりました。 

（後略） 

 
（訂正後） 

 ① 当期の経営成績 

（中略） 

 その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 2,530,553 千円（前年同期比 2.8％増)、営業損失 181,500

千円（前年同期は 320,248 千円の営業利益）、経常損失 168,382 千円（前年同期は 326,114 千円の経常利

益）、当期純損失 215,370 千円（前年同期は 215,989 千円の当期純利益）となりました。 

  

セグメント別の業績は以下のとおりです。 

 

（パッケージ事業） 

（中略） 

 その結果、当事業全体におきましては、売上高 1,920,758 千円、営業損失 110,063 千円となりました。 

  

（オンライン事業） 

（中略） 

 その結果、当事業全体におきましては、売上高 389,358 千円、営業利益 141,235 千円となりました。 

（後略） 
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添付資料４ページ １．経営成績・財政状態に関する分析（2）財政状態に関する分析 

（訂正前） 

① 資産、負債及び純資産の状況  

イ  資産 

当連結会計年度末の総資産は2,579,159千円となり、前連結会計年度末に比べ577,499千円の増加

となりました。  

（中略） 

ハ  純資産  

当連結会計年度末の純資産は、1,029,440千円となり、前連結会計年度末に比べ155,526千円の減少

となりました。 主な純資産の増減は、利益剰余金の減少（前連結会計年度に比べ212,017千円の減少）

等によるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況  

（中略） 

当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 25 年 3 月期 

自己資本比率（％） 37.8 54.3 59.2 39.9

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
34.1 125.1 90.3 110.7

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
12.8 1.2 2.7 ―

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
6.8 47.9 29.5 ―

（後略） 
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（訂正後） 

① 資産、負債及び純資産の状況  

イ  資産 

当連結会計年度末の総資産は2,570,604千円となり、前連結会計年度末に比べ568,945千円の増加

となりました。  

（中略） 

ハ  純資産  

当連結会計年度末の純資産は、1,020,885千円となり、前連結会計年度末に比べ164,080千円の減少

となりました。 主な純資産の増減は、利益剰余金の減少（前連結会計年度に比べ219,587千円の減少）

等によるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況  

（中略） 

当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

 平成 22 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 25 年 3 月期 

自己資本比率（％） 37.8 54.3 59.2 39.7

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
34.1 125.1 90.3 110.0

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
12.8 1.2 2.7 ―

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
6.8 47.9 29.5 ―

（後略） 
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添付資料８ページ ２．企業集団の状況 
（訂正前） 
（前略） 
（注）１. 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。 

２. 特定子会社に該当しております。 
３. NIS America, Inc.については、売上高（連結相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占

める割合が100 分の10を超えております。 

主要な損益情報等 
名称 

売上高 
（千円） 

経常利益 
（千円） 

当期純利益 
（千円） 

純資産額 
（千円） 

総資産額 
（千円） 

NIS America, Inc. 1,174,114 133,702 96,832 606,702 824,175

 
（訂正後） 
（前略） 
（注）１. 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。 

２. 特定子会社に該当しております。 
３. NIS America, Inc.については、売上高（連結相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占

める割合が100 分の10を超えております。 

主要な損益情報等 
名称 

売上高 
（千円） 

経常利益 
（千円） 

当期純利益 
（千円） 

純資産額 
（千円） 

総資産額 
（千円） 

NIS America, Inc. 1,174,114 133,702 89,261 598,147 815,620
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添付資料 11、12 ページ ４．連結財務諸表（１）連結貸借対照表 
（訂正前） 

 （単位：千円） 

       前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    （中略）  
    繰延税金資産 30,163 12,696
    （中略）  
    流動資産合計 1,214,763 1,760,558
  （中略） 
 資産合計 2,001,659 2,579,159
      

 （単位：千円） 

       前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

（前略）     

純資産の部   
  株主資本     
    資本金 244,062 246,180
    資本剰余金 234,062 236,180
    利益剰余金 805,589 593,571
    自己株式 △16,870 △16,870
    株主資本合計 1,266,843 1,059,061
  

  
その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 7,644 4,302
  為替換算調整勘定 △89,521 △33,922
    その他の包括利益累計額合計 △81,877 △29,620
 純資産合計 1,184,966 1,029,440
 負債純資産合計 2,001,659 2,579,159
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（訂正後） 

（単位：千円） 

       前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部     
  流動資産     
    （中略）  
    繰延税金資産 30,163 4,142
    （中略）  
    流動資産合計 1,214,763 1,752,003
  （中略） 
 資産合計 2,001,659 2,570,604
      

（単位：千円） 

       前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

（前略）     

純資産の部   
  株主資本     
    資本金 244,062 246,180
    資本剰余金 234,062 236,180
    利益剰余金 805,589 586,001
    自己株式 △16,870 △16,870
    株主資本合計 1,266,843 1,051,490
  

  
その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 7,644 4,302
  為替換算調整勘定 △89,521 △34,907
    その他の包括利益累計額合計 △81,877 △30,604
 純資産合計 1,184,966 1,020,885
 負債純資産合計 2,001,659 2,570,604
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添付資料 13 ページ ４．連結財務諸表（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書 

（訂正前） 
（単位：千円） 

       
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

（前略）     

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
299,658 △168,849

  
法人税、住民税及び事業税 98,577 20,846

  
法人税等調整額 △14,908  18,726

  
法人税等合計 8,699 39,572

  
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△） 
215,989 △208,422

 
少数株主利益 ― △621

  
当期純利益又は当期純損失（△） 215,989 △207,800

 
（訂正後） 

（単位：千円） 

       
前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成25年３月31日) 

（前略）     

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
299,658 △168,849

  
法人税、住民税及び事業税 98,577 20,846

  
法人税等調整額 △14,908  26,297

  
法人税等合計 8,699 47,143

  
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△） 
215,989 △215,992

 
少数株主利益 ― △621

  
当期純利益又は当期純損失（△） 215,989 △215,370
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添付資料 14 ページ ４．連結財務諸表（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結包括利益計算書 

（訂正前） 
（単位：千円） 

       
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△） 
215,989 △208,422

  
その他の包括利益 

    その他有価証券評価差額金 12,770 △3,342
    為替換算調整勘定 △621 55,598
    その他の包括利益合計 12,148 52,256  
包括利益 228,137 △156,165

  
 
（内訳）   

    親会社株主に係る包括利益 228,137 △155,544
    少数株主に係る包括利益 ― △621

 

（訂正後） 
  

       
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△） 
215,989 △215,992

  
その他の包括利益 

    その他有価証券評価差額金 12,770 △3,342
    為替換算調整勘定 △621 54,614
    その他の包括利益合計 12,148 51,272  
包括利益 228,137 △164,720

  
 
（内訳）   

    親会社株主に係る包括利益 228,137 △164,098
    少数株主に係る包括利益 ― △621
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添付資料 15、16 ページ ４．連結財務諸表（３）連結損益株主資本変動計算書 
（訂正前） 

（単位：千円） 

       
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

株主資本     

（中略）   
  利益剰余金     
    当期首残高 593,815 805,589
    当期変動額  
    剰余金の配当 △4,214 △4,217
    当期純利益又は当期純損失（△） 215,989 △207,800
    当期変動額合計 211,774 △212,017
  

  
当期末残高 805,589 593,571

（中略）  
 株主資本合計  
   当期首残高 1,054,684 1,266,843
    当期変動額  
  新株の発行 385 4,235
    剰余金の配当 △4,214 △4,217
    当期純利益又は当期純損失（△） 215,989 △207,800
    当期変動額合計 212,159 △207,782
 

  
当期末残高 1,266,843 1,059,061

 
（単位：千円） 

       
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

（前略）     
  その他の包括利益累計額合計 
    当期首残高 △94,025 △81,877
    当期変動額  
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,148 52,256
    当期変動額合計 12,148 52,256
 当期末残高 △81,877 △29,620
 純資産合計 
    当期首残高 960,658 1,184,966
    当期変動額  
  新株の発行 385 4235
    剰余金の配当 △4,214 △4,217
  当期純利益又は当期純損失（△） 215,989 △207,800
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,148 52,256
    当期変動額合計 224,308 △155,526
  

  
当期末残高 1,184,966 1,029,440
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（訂正後） 

（単位：千円） 

       
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

株主資本     

（中略）   
  利益剰余金     
    当期首残高 593,815 805,589
    当期変動額  
    剰余金の配当 △4,214 △4,217
    当期純利益又は当期純損失（△） 215,989 △215,370
    当期変動額合計 211,774 △219,587
  

  
当期末残高 805,589 586,001

（中略）  
 株主資本合計  
   当期首残高 1,054,684 1,266,843
    当期変動額  
  新株の発行 385 4,235
    剰余金の配当 △4,214 △4,217
    当期純利益又は当期純損失（△） 215,989 △215,370
    当期変動額合計 212,159 △215,352
 

  
当期末残高 1,266,843 1,051,490

 
（単位：千円） 

       
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

（前略）     
  その他の包括利益累計額合計 
    当期首残高 △94,025 △81,877
    当期変動額  
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,148 51,272
    当期変動額合計 12,148 51,272
 当期末残高 △81,877 △30,604
 純資産合計 
    当期首残高 960,658 1,184,966
    当期変動額  
  新株の発行 385 4235
    剰余金の配当 △4,214 △4,217
  当期純利益又は当期純損失（△） 215,989 △215,370
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,148 51,272
    当期変動額合計 224,308 △164,080
  

  
当期末残高 1,184,966 1,020,885
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添付資料 21 ページ ４．連結財務諸表 （５）連結財務諸表に関する注記事項 セグメント情報等 

（訂正前） 
（前略） 

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 

（中略） 

当連結会計年度（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日）  

（単位：千円） 
報告セグメント 

  パッケージ事

業 

オンラ

イン事

業 

ライセン

ス事業
その他事業 合計 

調整額 
（注） 

１、３、４ 

連結財務諸

表計上額

（注）２

売上高               
外部顧客への売上

高 
1,920,758 389,358 80,680 139,755 2,530,553 ― 2,530,553

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
― ― ― ― ― ― ― 

計 1,920,758 389,358 80,680 139,755 2,530,553 ― 2,530,553
セグメント利益又は

セグメント損失（△） 
△136,855 168,027 60,515 △26,077 65,609 (247,109) △181,500

セグメント資産 1,497,641 59,691 29,152 110,933 1,697,419 881,740 2,579,159
その他の項目    

減価償却費 32,470 2,218 9 3,677 38,375 7,926 46,302
有形固定資産及び

無形固定資産の増

加額 
11,205 866 ― 1,796 13,867 53,777 67,644

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額 247,109 千円は当社管理部門に係わる費用であ

ります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

３．セグメント資産の調整額 881,935 千円は当社管理部門に係わるものであります。 

４．その他の項目の減価償却費及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は当社管理

部門に係わるものであります。 
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（訂正後） 
（前略） 

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 

（中略） 

当連結会計年度（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日）  

（単位：千円） 
報告セグメント 

  パッケージ事

業 

オンラ

イン事

業 

ライセン

ス事業
その他事業 合計 

調整額 
（注） 

１、３、４ 

連結財務諸

表計上額

（注）２

売上高               
外部顧客への売上

高 
1,920,758 389,358 80,680 139,755 2,530,553 ― 2,530,553

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
― ― ― ― ― ― ― 

計 1,920,758 389,358 80,680 139,755 2,530,553 ― 2,530,553
セグメント利益又は

セグメント損失（△） 
△110,063 141,235 60,515 △26,077 65,609 (247,109) △181,500

セグメント資産 1,489,086 59,691 29,152 110,933 1,688,864 881,740 2,570,604
その他の項目    

減価償却費 32,470 2,218 9 3,677 38,375 7,926 46,302
有形固定資産及び

無形固定資産の増

加額 
11,205 866 ― 1,796 13,867 53,777 67,644

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額 247,109 千円は当社管理部門に係わる費用であ

ります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

３．セグメント資産の調整額 881,740 千円は当社管理部門に係わるものであります。 

４．その他の項目の減価償却費及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は当社管理

部門に係わるものであります。 
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添付資料 22 ページ ４．連結財務諸表 （５）連結財務諸表に関する注記事項 1 株当たり情報 
 （訂正前）  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 
至 平成 24 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 24 年４月１日 
至 平成 25 年３月 31 日）

１株当たり純資産額 281 円 00 銭 242 円 72 銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失金

額（△) 
51 円 22 銭 △49 円 09 銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
50 円 19 銭 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益額について

は、潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりませ

ん。   

（注）１．当社は、平成 25 年３月 15 日開催の取締役会に基づき、平成 25 年４月１日付をもって、普通

株式１株を 200 株に分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は当期純損失金額を算定して

おります。  

なお当該株式分割を考慮しなかった場合の当連結会計年度の１株当たり純資産額及び１株当

たり当期純損失金額は、以下のとおりであります。 

       １株当たり純資産額  48,544 円 77 銭 

       １株当たり当期純損失金額（△) △9,818 円 74 銭 

 

２． １株当たり当期純利益又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 
至 平成 24 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 24 年４月１日 
至 平成 25 年３月 31 日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失

金額 
    

当期純利益又は当期純損失金額（△)（千

円） 
215,989 △207,800 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 
普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失金額（△)（千円） 
215,989 △207,800 

（後略）   

 

 



 - 16 -

 
 （訂正後）  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 
至 平成 24 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 24 年４月１日 
至 平成 25 年３月 31 日）

１株当たり純資産額 281 円 00 銭 240 円 71 銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失金

額（△) 
51 円 22 銭 △50 円 88 銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
50 円 19 銭 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益額について

は、潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりませ

ん。   

（注）１．当社は、平成 25 年３月 15 日開催の取締役会に基づき、平成 25 年４月１日付をもって、普通

株式１株を 200 株に分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は当期純損失金額を算定して

おります。  

なお当該株式分割を考慮しなかった場合の当連結会計年度の１株当たり純資産額及び１株当

たり当期純損失金額は、以下のとおりであります。 

       １株当たり純資産額  48,141 円 37 銭 

       １株当たり当期純損失金額（△) △10,176 円 45 銭 

 

２． １株当たり当期純利益又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 
至 平成 24 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 24 年４月１日 
至 平成 25 年３月 31 日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失

金額 
    

当期純利益又は当期純損失金額（△)（千

円） 
215,989 △215,370 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 
普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失金額（△)（千円） 
215,989 △215,370 

（後略）   

 
以上 
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