
 

 

2020年 5月 13日 

各   位 

株 式 会 社 エ ム テ ィ ー ア イ 

代表取締役社長   前多  俊宏 

（東証第一部・コード 9438） 

問い合わせ責任者 

専 務 取 締 役    松 本  博 

TEL: 03-5333-6323 
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（訂正・数値データ訂正）「2020 年 9 月期 第 2 四半期決算短信 〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

2020年 4月 30日に発表しました「2020年 9月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

について、一部訂正すべき事項がありましたので下記のとおり訂正します。 

また、数値データにも訂正がありますので、訂正後の数値データを送信します。 

なお、訂正箇所には＿＿（下線）で示し、訂正のない箇所は記載を省略しています。 

 

記 

 

1. 訂正理由 

「2020年 9月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容の一部に訂正すべき事項が

あることが判明しましたので、当該項目を訂正するものです。 

 

2. 訂正箇所および訂正内容 

（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 

① 資産・負債・純資産の状況 
 

【訂正前】 

負債の部については、流動負債では主に未払法人税等が減少したことにより275百万円減少となる一方、

固定負債では主に長期借入金（『musico』等の事業譲受けの決済資金として資金調達）が増加したことによ

り3,578百万円の増加となりました。 
 

【訂正後】 

負債の部については、流動負債では未払法人税等が減少しましたが、1年内返済予定の長期借入金の増加

により161百万円増加し、固定負債では主に長期借入金の増加により3,140百万円の増加となりました。 

 

（添付資料 4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 

② 連結キャッシュ・フローの状況 
 

【訂正前】 

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出や関係会社株式の取得による支
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出等により4,109百万円の資金流出（前年同期は1,143百万円の資金流出）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入や株式の発行による収入等により3,402百

万円の資金流入（前年同期は1,681百万円の資金流入）となりました。 

 

 
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 

2020年9月期 第2四半期 966 △4,109 3,402 12,677 

2019年9月期 第2四半期 2,517 △1,143 1,681 13,557 

2019年9月期 4,007 △3,613 1,532 12,421 

 

【訂正後】 

投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出や無形固定資産の取得による支出等により

3,886百万円の資金流出（前年同期は1,143百万円の資金流出）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入等により3,179百万円の資金流入（前年同

期は1,681百万円の資金流入）となりました。 
 

 
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 

2020年9月期 第2四半期 966 △3,886 3,179 12,677 

2019年9月期 第2四半期 2,517 △1,143 1,681 13,557 

2019年9月期 4,007 △3,613 1,532 12,421 

 

（添付資料 6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 
(2019年9月30日) 

当第2四半期連結会計期間 
(2020年3月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,308,159 1,290,495 

  短期借入金 2,000 － 

  1年内返済予定の長期借入金 14,280 14,280 

  未払金 1,150,276 1,105,781 

  未払法人税等 730,600 615,435 

  ポイント引当金 143,377 132,013 

  その他 966,371 881,138 

  流動負債合計 4,315,064 4,039,144 

 固定負債   

  長期借入金 52,100 3,574,960 

  退職給付に係る負債 1,306,642 1,366,071 

  負ののれん 4,069 － 

  その他 7,188 7,258 

  固定負債合計 1,370,000 4,948,290 
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【訂正後】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(2019年9月30日) 

当第2四半期連結会計期間 
(2020年3月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,308,159 1,290,495 

短期借入金 2,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 14,280 451,780 

未払金 1,150,276 1,105,781 

未払法人税等 730,600 615,435 

ポイント引当金 143,377 132,013 

その他 966,371 881,138 

流動負債合計 4,315,064 4,476,644 

固定負債 

長期借入金 52,100 3,137,460 

退職給付に係る負債 1,306,642 1,366,071 

負ののれん 4,069 － 

その他 7,188 7,258 

固定負債合計 1,370,000 4,510,790 

（添付資料 7ページ） 

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 

（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 

第2四半期連結累計期間 

【訂正前】 

(単位：千円) 

前第2四半期連結累計期間 
(自 2018年10月1日 
至 2019年3月31日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 2019年10月1日 
至 2020年3月31日) 

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,332 △28,160 

親会社株主に帰属する四半期純利益 860,875 1,246,066 

【訂正後】 

(単位：千円) 

前第2四半期連結累計期間 
(自 2018年10月1日 
至 2019年３月31日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 2019年10月1日 
至 2020年３月31日) 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属
する四半期純損失（△） 

6,332 △28,160 

親会社株主に帰属する四半期純利益 860,875 1,246,066 
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（添付資料 9ページ） 

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 

（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 2018年10月1日 

 至 2019年3月31日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 2019年10月1日 

 至 2020年3月31日) 

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 △40,983 △39,375 

 有形固定資産の売却による収入 202 － 

 無形固定資産の取得による支出 △757,435 △765,162 

 投資有価証券の取得による支出 △276,702 △52,879 

 投資有価証券の売却による収入 80,000 626,346 

 子会社株式の取得による取得 － △222,600 

 関係会社株式の取得による支出 △25,000 △370,507 

 事業譲受による支出 △112,596 △3,242,593 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 
による支出 

－ △39,382 

 その他 △11,477 △3,420 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,143,993 △4,109,575 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の返済による支出 － △2,000 

 長期借入金の返済による支出 － △7,140 

 長期借入れによる収入 － 3,500,000 

 株式の発行による収入 4,186 － 

 非支配株主からの払込みによる収入 2,115,000 350,000 

 配当金の支払額 △437,466 △438,446 

 その他 △3 － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,681,716 3,402,413 

 

【訂正後】 
           (単位：千円) 

          前第2四半期連結累計期間 
(自 2018年10月1日 

 至 2019年3月31日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 2019年10月1日 

 至 2020年3月31日) 

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 △40,983 △39,375 

 有形固定資産の売却による収入 202 － 

 無形固定資産の取得による支出 △757,435 △765,162 

 投資有価証券の取得による支出 △276,702 △52,879 

 投資有価証券の売却による収入 80,000 626,346 

 関係会社株式の取得による支出 △25,000 △370,507 

 事業譲受による支出 △112,596 △3,242,593 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 
による支出 

－ △39,382 

 その他 △11,477 △3,420 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,143,993 △3,886,975 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の返済による支出 － △2,000 

 長期借入金の返済による支出 － △7,140 

 長期借入れによる収入 － 3,500,000 

 株式の発行による収入 4,186 － 

 非支配株主からの払込みによる収入 2,115,000 350,000 

 配当金の支払額 △437,466 △438,446 

 
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 

－ △222,600 

 その他 △3 － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,681,716 3,179,813 
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（添付資料 10ページ） 

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 

（4）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 

【訂正前】 

2. のれん及び顧客資産の償却方法および償却期間 

  5年にわる均等償却 

 

【訂正後】 

2. のれん及び顧客資産の償却方法および償却期間 

  5年間にわたる均等償却 

 
 

以 上 

  

 

＜見通しに関する留意事項＞ 
本資料における業績の見通しについての記載事項は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定お

よび確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通し

に内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることが

あります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。 

 

 【お問い合わせ先】 

株式会社エムティーアイ IR室 （二木） 

Tel : 03-5333-6323    Fax : 03-3320-0189 

E-mail： ir@mti.co.jp   URL： https://www.mti.co.jp 
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