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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10月29日に提出いたしました第14期（自　2018年８月１日　至　2019年７月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に誤りがありましたので、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

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
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 【連結貸借対照表】

 
（訂正前）

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年７月31日)

当連結会計年度
(2019年７月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,548,792 1,755,191

  旅行前払金 417,952 573,307

  未収入金 92,025 110,318

  その他 8,556 8,965

  流動資産合計 2,067,327 2,447,783

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 7,189 78,378

   工具、器具及び備品 1,287 1,287

   土地 ― 76,651

   減価償却累計額 △1,403 △2,800

   有形固定資産合計 7,073 153,517

  無形固定資産   

   ソフトウエア 7,046 9,469

   ソフトウエア仮勘定 12,046 21,092

   のれん ― 34,181

   無形固定資産合計 19,093 64,744

  投資その他の資産   

   投資有価証券 21,773 158,352

   その他 27,092 28,321

   投資その他の資産合計 48,866 186,674

  固定資産合計 75,033 404,935
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 繰延資産   

  株式交付費 4,125 2,578

  繰延資産合計 4,125 2,578

 資産合計 2,146,486 2,855,297
 

 

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年７月31日)

当連結会計年度
(2019年７月31日)

負債の部   

 流動負債   

  1年内返済予定の長期借入金 196,272 279,876

  未払金 35,927 31,083

  未払法人税等 30,787 33,231

  旅行前受金 555,489 805,487

  その他 14,302 26,457

  流動負債合計 832,778 1,176,136

 固定負債   

  長期借入金 660,366 957,138

  その他 ― 8,639

  固定負債合計 660,366 965,778

 負債合計 1,493,144 2,141,914

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 281,457 286,836

  資本剰余金 197,957 203,336

  利益剰余金 173,833 258,037

  自己株式 ― △34,573

  株主資本合計 653,247 713,637

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 93 △254

  その他の包括利益累計額合計 93 △254

 純資産合計 653,341 713,382

負債純資産合計 2,146,486 2,855,297
 

 
 

　（訂正後）

             (単位：千円)

          
 

前連結会計年度
(2018年７月31日)

 
当連結会計年度
(2019年７月31日)

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  1,548,792  1,755,191

  旅行前払金  417,952  573,307

  未収入金  92,025  110,318

  その他  8,556  8,965

  流動資産合計  2,067,327  2,447,783

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物  7,189 ※ 78,378

   工具、器具及び備品  1,287  1,287

   土地  ― ※ 76,651

   減価償却累計額  △1,403  △2,800

   有形固定資産合計  7,073  153,517
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  無形固定資産     

   ソフトウエア  7,046  9,469

   ソフトウエア仮勘定  12,046  21,092

   のれん  ―  34,181

   無形固定資産合計  19,093  64,744

  投資その他の資産     

   投資有価証券  21,773  158,352

   その他  27,092  28,321

   投資その他の資産合計  48,866  186,674

  固定資産合計  75,033  404,935

 繰延資産     

  株式交付費  4,125  2,578

  繰延資産合計  4,125  2,578

 資産合計  2,146,486  2,855,297
 

 

            (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年７月31日)

 
当連結会計年度
(2019年７月31日)

負債の部    

 流動負債    

  1年内返済予定の長期借入金 196,272 ※ 279,876

  未払金 35,927  31,083

  未払法人税等 30,787  33,231

  旅行前受金 555,489  805,487

  その他 14,302  26,457

  流動負債合計 832,778  1,176,136

 固定負債    

  長期借入金 660,366 ※ 957,138

  その他 ―  8,639

  固定負債合計 660,366  965,778

 負債合計 1,493,144  2,141,914

純資産の部    

 株主資本    

  資本金 281,457  286,836

  資本剰余金 197,957  203,336

  利益剰余金 173,833  258,037

  自己株式 ―  △34,573

  株主資本合計 653,247  713,637

 その他の包括利益累計額    

  その他有価証券評価差額金 93  △254

  その他の包括利益累計額合計 93  △254

 純資産合計 653,341  713,382

負債純資産合計 2,146,486  2,855,297
 

 

EDINET提出書類

株式会社ベストワンドットコム(E33948)

訂正有価証券報告書

4/5



 

 
【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

 
（訂正前）

　　記載なし

　（訂正後）

　※　担保資産及び担保付債務

 　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2017年８月１日
至　2018年７月31日)

当連結会計年度
(自　2018年８月１日
至　2019年７月31日)

建物及び構築物 -千円 70,380千円

土地 - 〃 76,651 〃

計 -千円 147,032千円
 

　　　担保付債務は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2017年８月１日
至　2018年７月31日)

当連結会計年度
(自　2018年８月１日
至　2019年７月31日)

1年以内返済予定の長期借入金 -千円 5,530千円

長期借入金 - 〃 108,536 〃

計 -千円 114,067千円

上記資産に対する根抵当権設定額 -千円 120,000千円
 

 

EDINET提出書類

株式会社ベストワンドットコム(E33948)

訂正有価証券報告書

5/5


	表紙
	本文
	１有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	(1)連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	注記事項



	３訂正箇所
	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連結貸借対照表
	注記事項




