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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2019年３月28日に提出いたしました第11期（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項がございましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

①　連結財政状態計算書

連結財務諸表注記

12．のれん及び無形資産

14．借入金

19．引当金

33．株式に基づく報酬

41．初度適用

資本に対する調整に関する注記

(9）利益剰余金に対する調整

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結財政状態計算書】

　　（訂正前）

（単位：百万円）
 

 注記
移行日

（2017年１月１日）
 

前連結会計年度
（2017年12月31日）

 
当連結会計年度

（2018年12月31日）

＜省略＞

負債及び資本       

負債       

流動負債       

営業債務及びその他の債務 18,34 849  441  448

借入金 14,34 12  15  65

その他の金融負債 15,16,34 240  434  224

未払法人所得税等  369  492  749

その他の流動負債 20 5,938  6,743  10,441

流動負債合計  7,410  8,128  11,929

非流動負債       

借入金 14,34 63  50  32

その他の金融負債 15,16,34 -  35  26

退職給付に係る負債 17 79  190  275

引当金 19 132  132  133

その他の非流動負債 20 215  164  166

非流動負債合計  490  574  634

負債合計  7,901  8,504  12,563

資本       

資本金 21 203  258  304

資本剰余金 21 13,756  13,811  13,855

利益剰余金 21 4,222  3,504  4,613

自己株式 21 △795  △795  △795

その他の資本の構成要素 21 2,641  3,623  3,123

親会社の所有者に帰属する持分合計  20,028  20,402  21,101

非支配持分  98  147  187

資本合計  20,126  20,550  21,289

負債及び資本合計  28,028  29,055  33,853

 

EDINET提出書類

ＧＣＡ株式会社(E05733)

訂正有価証券報告書

 3/15



　　（訂正後）

（単位：百万円）
 

 注記
移行日

（2017年１月１日）
 

前連結会計年度
（2017年12月31日）

 
当連結会計年度

（2018年12月31日）

＜省略＞

負債及び資本       

負債       

流動負債       

営業債務及びその他の債務 18,34 849  441  448

借入金 14,34 14  15  65

その他の金融負債 15,16,34 240  236  224

未払法人所得税等  369  492  749

その他の流動負債 20 5,938  6,743  10,441

流動負債合計  7,412  7,930  11,929

非流動負債       

借入金 14,34 61  50  32

その他の金融負債 15,16,34 -  35  26

退職給付に係る負債 17 79  190  275

引当金 19 132  132  133

その他の非流動負債 20 215  164  166

非流動負債合計  488  574  634

負債合計  7,901  8,504  12,563

資本       

資本金 21 203  258  304

資本剰余金 21 13,756  13,811  13,855

利益剰余金 21 4,222  3,504  4,613

自己株式 21 △795  △795  △795

その他の資本の構成要素 21 2,641  3,623  3,123

親会社の所有者に帰属する持分合計  20,028  20,402  21,101

非支配持分  98  147  187

資本合計  20,126  20,550  21,289

負債及び資本合計  28,028  29,055  33,853
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【連結財務諸表注記】

12．のれん及び無形資産

　　（訂正前）

(1）増減表

　のれん及び無形資産の取得原価、償却累計額及び帳簿価額の増減は以下のとおりであります。

 

①取得原価

 
のれん

 無形資産  
合計

  ソフトウェア  

 百万円  百万円  百万円

移行日（2017年１月１日） 9,685 216 9,902

取得 - 60 60

売却又は処分 - △16 △16

在外営業活動体の換算差額 607 △0 605

前連結会計年度（2017年12月31日） 10,292 260 10,552

取得 - 13 13

売却又は処分 - - -

在外営業活動体の換算差額 △790 △6 △796

当連結会計年度（2018年12月31日） 9,502 266 9,768

 

＜省略＞

 

③帳簿価額

 
のれん

 無形資産  
合計

  ソフトウェア  

 百万円  百万円  百万円

移行日（2017年１月１日） 9,685 76 9,761

前連結会計年度（2017年12月31日） 10,292 109 10,401

前連結会計年度（2018年12月31日） 9,502 84 9,586

（注）　当社グループは、移行日、前連結会計年度及び当連結会計年度において、個々に重要な無形資産を識別してお

りません。また、移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、重要な自己創設無形資産はあり

ません。

 

＜省略＞
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　　（訂正後）

(1）増減表

　のれん及び無形資産の取得原価、償却累計額及び帳簿価額の増減は以下のとおりであります。

 

①取得原価

 
のれん

 無形資産  
合計

  ソフトウェア  

 百万円  百万円  百万円

移行日（2017年１月１日） 9,685 216 9,902

取得 - 60 60

売却又は処分 - △16 △16

在外営業活動体の換算差額 606 △0 605

前連結会計年度（2017年12月31日） 10,292 260 10,552

取得 - 13 13

売却又は処分 - - -

在外営業活動体の換算差額 △790 △6 △796

当連結会計年度（2018年12月31日） 9,502 266 9,768

 

＜省略＞

 

③帳簿価額

 
のれん

 無形資産  
合計

  ソフトウェア  

 百万円  百万円  百万円

移行日（2017年１月１日） 9,685 76 9,761

前連結会計年度（2017年12月31日） 10,292 109 10,401

当連結会計年度（2018年12月31日） 9,502 84 9,586

（注）　当社グループは、移行日、前連結会計年度及び当連結会計年度において、個々に重要な無形資産を識別してお

りません。また、移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、重要な自己創設無形資産はあり

ません。

 

＜省略＞
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14．借入金

　　（訂正前）

　借入金の内訳は以下のとおりであります。

 
移行日

（2017年１月１日）
 

前連結会計年度
（2017年12月31日）

 
当連結会計年度

（2018年12月31日）
 平均利率  返済期限

 百万円  百万円  百万円  ％   

短期借入金 - - 50 0.4  -

１年内返済予定の長期借入

金
12 15 15 2.6  -

長期借入金 63 50 32 2.6  
2020年～

2021年

合計 75 66 97    

流動負債 12 15 65    

非流動負債 63 50 32    

合計 75 66 97    

（注）１．借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。

２．借入金の「平均利率」は、借入金の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

　　（訂正後）

　借入金の内訳は以下のとおりであります。

 
移行日

（2017年１月１日）
 

前連結会計年度
（2017年12月31日）

 
当連結会計年度

（2018年12月31日）
 平均利率  返済期限

 百万円  百万円  百万円  ％   

短期借入金 - - 50 0.4  -

１年内返済予定の長期借入

金
14 15 15 2.6  -

長期借入金 61 50 32 2.6  
2020年～

2021年

合計 75 66 97    

流動負債 14 15 65    

非流動負債 61 50 32    

合計 75 66 97    

（注）１．借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。

２．借入金の「平均利率」は、借入金の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
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19．引当金

　　（訂正前）

　引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

当連結会計年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

 資産除去債務  合計

 百万円  百万円

2018年１月１日 132 132

期中増加額 - -

割引計算の期間利息費用 0 0

期中減少額（目的使用） - -

期中減少額（戻入） - -

在外営業活動体の換算差額 0 0

2018年12月31日 133 133

 

　引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

 
移行日

（2017年１月１日）
 

前連結会計年度
（2017年12月31日）

 
 

当連結会計年度
（2018年12月31日）

 百万円  百万円  百万円

流動負債 - - -

非流動負債 132 132 132

合計 132 132 132

 

　　（訂正後）

　引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

当連結会計年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

 資産除去債務  合計

 百万円  百万円

2018年１月１日 132 132

期中増加額 - -

割引計算の期間利息費用 0 0

期中減少額（目的使用） - -

期中減少額（戻入） - -

在外営業活動体の換算差額 0 0

2018年12月31日 133 133

 

　引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

 
移行日

（2017年１月１日）
 

前連結会計年度
（2017年12月31日）

 
 

当連結会計年度
（2018年12月31日）

 百万円  百万円  百万円

流動負債 - - -

非流動負債 132 132 133

合計 132 132 133
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33．株式に基づく報酬

(1）株式に基づく報酬制度の内容

　当社は、ストック・オプション制度を採用しております。ストック・オプションは、当社の株主総会にお

いて承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により、当社の取締役、執行役員及び従業員等に対して

付与されております。当社が発行するストック・オプションは、全て持分決済型株式報酬であります。行使

期間は割当契約に定められており、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。

　ストック・オプションの契約条件等は以下のとおりであります。

　　（訂正前）

 
ＧＣＡ株式会社

第４回新株予約権

ＧＣＡ株式会社

第６回新株予約権

ＧＣＡ株式会社

第７回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社の取締

役、監査役、執行役員及び

従業員177名

当社子会社従業員33名

当社又は当社子会社の取締

役、監査役、執行役員及び

従業員132名

ストック・オプション数

（注）１

普通株式　5,593,400株

（注）２

普通株式　1,290,000株

（注）２
普通株式　2,190,100株

付与日 2011年１月12日 2012年３月５日 2013年５月20日

権利確定条件

付与日（2011年１月12日）

以降、権利行使日まで継続

して勤務していること（注

３）

付与日（2012年３月５日）

以降、権利行使日まで継続

して勤務していること（注

３）

付与日（2013年５月20日）

以降、権利行使日まで継続

して勤務していること（注

３）

対象勤務期間
付与日（2011年１月12日）

以降、権利行使日まで

付与日（2012年３月５日）

以降、権利行使日まで

付与日（2013年５月20日）

以降、権利行使日まで

権利行使期間
2011年３月11日から

2020年３月９日まで

2012年２月15日から

2021年３月９日まで

2013年４月１日から

2023年３月31日まで

＜省略＞

 

　　（訂正後）

 

 

ＧＣＡ株式会社

第４回新株予約権

ＧＣＡ株式会社

第６回新株予約権

ＧＣＡ株式会社

第７回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社の取締

役、監査役、執行役員及び

従業員177名

当社子会社従業員33名

当社又は当社子会社の取締

役、監査役、執行役員及び

従業員132名

ストック・オプション数

（注）１

普通株式　5,593,400株

（注）２

普通株式　1,290,000株

（注）２
普通株式　2,190,100株

付与日 2011年１月12日 2012年３月５日 2013年５月20日

権利確定条件

付与日（2011年１月12日）

以降、権利行使日まで継続

して勤務していること（注

３）

付与日（2012年３月５日）

以降、権利行使日まで継続

して勤務していること（注

３）

付与日（2013年５月20日）

以降、権利行使日まで継続

して勤務していること（注

３）

対象勤務期間
付与日（2011年１月12日）

以降、権利行使日まで

付与日（2012年３月５日）

以降、権利行使日まで

付与日（2013年５月20日）

以降、権利行使日まで

権利行使期間
2011年３月11日から

2020年３月９日まで

2013年２月15日から

2021年３月９日まで

2014年４月１日から

2023年３月31日まで

＜省略＞
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41．初度適用

　　（訂正前）

＜省略＞

　IFRSの初度適用において開示が求められる調整表は以下のとおりであります。

2017年１月１日（IFRS移行日）現在の資本に対する調整
 

日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識・測
定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

  百万円  百万円  百万円  百万円     

＜省略＞

負債の部            負債

流動負債            流動負債

未払金  5,592 △4,743 0 849  (1)  
営業債務及びその他の債

務

  - 12 - 12    借入金

  - 240 - 240  (2)  その他の金融負債

未払法人税等  360 - 9 369    未払法人所得税等

その他  1,008 4,731 197 5,938  (1)(6)  その他の流動負債

流動負債合計  6,962 240 207 7,410    流動負債合計

固定負債            非流動負債

  - 63 - 63    借入金

  - 79 - 79    退職給付に係る負債

  - - 132 132  (5)  引当金

その他  598 △383 － 215  (2)  その他の非流動負債

固定負債合計  598 △240 132 490    非流動負債合計

負債合計  7,561 - 340 7,901    負債合計

純資産の部            資本

資本金  203 - - 203    資本金

資本剰余金  13,772 - △16 13,756    資本剰余金

利益剰余金  5,379 - △1,156 4,222  (8)(9)  利益剰余金

自己株式  △795 - - △795    自己株式

その他の包括利益累計額

合計
 490 677 1,472 2,641  (7)(8)  その他の資本の構成要素

新株予約権  677 △677 - -  (7)   

  19,728 - 299 20,028    
親会社の所有者に帰属す

る持分合計

非支配株主持分  99 - △0 98    非支配持分

純資産合計  19,828 - 298 20,126    資本合計

負債純資産合計  27,389 - 638 28,028    負債及び資本合計
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　　（訂正後）

＜省略＞

　IFRSの初度適用において開示が求められる調整表は以下のとおりであります。

2017年１月１日（IFRS移行日）現在の資本に対する調整
 

日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識・測
定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

  百万円  百万円  百万円  百万円     

＜省略＞

負債の部            負債

流動負債            流動負債

未払金  5,592 △4,743 0 849  (1)  
営業債務及びその他の債

務

  - 14 - 14    借入金

  - 240 - 240  (2)  その他の金融負債

未払法人税等  360 - 9 369    未払法人所得税等

その他  1,008 4,731 197 5,938  (1)(6)  その他の流動負債

流動負債合計  6,962 242 207 7,412    流動負債合計

固定負債            非流動負債

  - 61 - 61    借入金

  - 79 - 79    退職給付に係る負債

  - - 132 132  (5)  引当金

その他  598 △383 － 215  (2)  その他の非流動負債

固定負債合計  598 △242 132 488    非流動負債合計

負債合計  7,561 - 340 7,901    負債合計

純資産の部            資本

資本金  203 - - 203    資本金

資本剰余金  13,772 - △16 13,756    資本剰余金

利益剰余金  5,379 - △1,156 4,222  (8)(9)  利益剰余金

自己株式  △795 - - △795    自己株式

その他の包括利益累計額

合計
 490 677 1,472 2,641  (7)(8)  その他の資本の構成要素

新株予約権  677 △677 - -  (7)   

  19,728 - 299 20,028    
親会社の所有者に帰属す

る持分合計

非支配株主持分  99 - △0 98    非支配持分

純資産合計  19,828 - 298 20,126    資本合計

負債純資産合計  27,389 - 638 28,028    負債及び資本合計

 

EDINET提出書類

ＧＣＡ株式会社(E05733)

訂正有価証券報告書

11/15



資本に対する調整に関する注記

　　（訂正前）

＜省略＞

(9）利益剰余金に対する調整

 
移行日

（2017年１月１日）
 
 

前連結会計年度
（2017年12月31日）

 百万円  百万円

有形固定資産の計上額の調整 66 71

未払有給休暇に対する調整 △116 △104

新株予約権に対する調整 △1,963 △2,127

のれんに対する調整 - 1,290

在外子会社に係る累積換算差額の振替 854 854

その他 △75 △38

小計 △1,234 △54

税効果による調整 76 △77

非支配持分に係る調整 △0 △0

合計 △1,156 23
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前連結会計年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）（直近の日本基準の連結財務諸表作成年度）

に係る損益及び包括利益に対する調整

日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識・測
定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

  百万円  百万円  百万円  百万円     

売上高  19,754 - 14 19,769    売上収益

売上原価  △14,888 2 △153 △15,040  (2)  売上原価

売上総利益  4,865 2 △138 4,729    売上総利益

販売費及び一般管理費  △4,142 0 1,287 △2,853  (3)  販売費及び一般管理費

  - 68 △0 67  (1)  その他の営業収益

  - △39 △5 △45  (1)  その他の営業費用

営業利益  723 31 1,142 1,898    営業利益

営業外収益  85 △85 - -  (1)   

営業外費用  △39 39 - -  (1)   

特別損失  △94 94 - -  (1)   

  - 16 - 16  (1)  金融収益

  - △97 36 △61  (1)  金融費用

税金等調整前当期純利益  674 - 1,179 1,853    税引前利益

法人税、住民税及び事業税  △330 △206 1 △535  (4)  法人所得税費用

法人税等調整額  △206 206 - -  (4)   

当期純利益  137 - 1,180 1,318    当期利益

その他の包括利益            その他の包括利益

その他有価証券評価差額

金
 2 - △2 -     

            
純損益に振り替えられるこ

とのない項目

  - - 0 0    確定給付制度の再測定

  - - 0 0    
純損益に振り替えられるこ

とのない項目合計

            
純損益に振り替えられる可

能性のある項目

為替換算調整勘定  990 - △291 698    
在外営業活動体の換算差

額

  - - △291 698    
純損益に振り替えられる可

能性のある項目合計

その他の包括利益合計  992 - △293 698    税引後その他の包括利益

包括利益  1,129 - 897 2,017    当期包括利益
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　　（訂正後）

＜省略＞

(9）利益剰余金に対する調整

 
移行日

（2017年１月１日）
 
 

前連結会計年度
（2017年12月31日）

 百万円  百万円

有形固定資産の計上額の調整 66 71

未払有給休暇に対する調整 △116 △104

新株予約権に対する調整 △1,963 △2,127

のれんに対する調整 - 1,290

在外子会社に係る累積換算差額の振替 854 854

その他 △75 △38

小計 △1,234 △54

税効果による調整 76 77

非支配持分に係る調整 △0 △0

合計 △1,156 23
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前連結会計年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）（直近の日本基準の連結財務諸表作成年度）

に係る損益及び包括利益に対する調整

日本基準表示科目  日本基準  表示組替  
認識・測
定の差異

 IFRS  注記  IFRS表示科目

  百万円  百万円  百万円  百万円     

売上高  19,754 - 14 19,769    売上収益

売上原価  △14,888 2 △153 △15,040  (2)  売上原価

売上総利益  4,865 2 △138 4,729    売上総利益

販売費及び一般管理費  △4,142 0 1,287 △2,853  (3)  販売費及び一般管理費

  - 68 △0 67  (1)  その他の営業収益

  - △39 △5 △45  (1)  その他の営業費用

営業利益  723 31 1,142 1,898    営業利益

営業外収益  85 △85 - -  (1)   

営業外費用  △39 39 - -  (1)   

特別損失  △94 94 - -  (1)   

  - 16 - 16  (1)  金融収益

  - △97 36 △61  (1)  金融費用

税金等調整前当期純利益  674 - 1,179 1,853    税引前利益

法人税、住民税及び事業税  △330 △206 1 △535  (4)  法人所得税費用

法人税等調整額  △206 206 - -  (4)   

当期純利益  137 - 1,180 1,318    当期利益

その他の包括利益            その他の包括利益

その他有価証券評価差額

金
 2 - △2 -     

            
純損益に振り替えられるこ

とのない項目

  - - 0 0    確定給付制度の再測定

  - - 0 0    
純損益に振り替えられるこ

とのない項目合計

            
純損益に振り替えられる可

能性のある項目

為替換算調整勘定  990 - △291 698    
在外営業活動体の換算差

額

  - - △291 698    
純損益に振り替えられる可

能性のある項目合計

その他の包括利益合計  992 - △293 698    税引後その他の包括利益

包括利益  1,129 - 887 2,017    当期包括利益
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