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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
 平成25年11月13日に提出した第29期第１四半期（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日）四半期報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

なお、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所のほか、XBRL形式のデータのうち公衆の縦覧に供されていない

内容の一部修正すべき事項についてXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL形式のデータ一式（表示情報

ファイルを含む）を提出いたします。

　

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（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

　

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

　

第一部　【企業情報】

第１　【企業の概況】

１　【主要な経営指標等の推移】

　

(訂正前)　

回次
第28期

第１四半期連結
累計期間

第29期
第１四半期連結

累計期間
第28期

会計期間

自平成24年
７月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
７月１日

至平成25年
９月30日

自平成24年
７月１日

至平成25年
６月30日

売上高（千円） 3,347,290 3,846,652 13,018,647

経常利益（千円） 284,824 33,039 558,444

四半期（当期）純利益（千

円）
187,525 5,103 353,719

四半期包括利益又は包括利

益（千円）
205,094 △54,790 387,530

純資産額（千円） 1,682,828 1,922,645 1,949,284

総資産額（千円） 5,366,860 6,127,246 4,751,074

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
54.68 1.44 102.54

潜在株式調整後１株当たり

四半期

（当期）純利益金額（円）

53.24 1.39 97.89

自己資本比率（％） 29.8 30.1 38.4

　(省略)
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(訂正後)　

回次
第28期

第１四半期連結
累計期間

第29期
第１四半期連結

累計期間
第28期

会計期間

自平成24年
７月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
７月１日

至平成25年
９月30日

自平成24年
７月１日

至平成25年
６月30日

売上高（千円） 3,347,290 3,846,652 13,018,647

経常利益（千円） 284,824 33,039 558,444

四半期（当期）純利益（千

円）
187,525 5,103 353,719

四半期包括利益又は包括利

益（千円）
205,094 30,222 387,530

純資産額（千円） 1,682,828 1,922,645 1,949,284

総資産額（千円） 5,366,860 6,127,246 4,751,074

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
54.68 1.44 102.54

潜在株式調整後１株当たり

四半期

（当期）純利益金額（円）

53.24 1.39 97.89

自己資本比率（％） 29.8 29.5 38.4

　(省略)
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第４【経理の状況】

　１【四半期連結財務諸表】

　（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

(平成25年6月30日)
当第1四半期連結会計期間

(平成25年9月30日)

（省略）　 　 　 　 　

純資産の部 　 　

株主資本 　 　

資本金 451,993 452,244

資本剰余金 512,593 512,844

利益剰余金 835,195 854,624

自己株式 － △106

株主資本合計 1,799,782 1,819,605

その他の包括利益累計額 　 　

その他有価証券評価差額金 2,039 2,831

為替換算調整勘定 　 21,102 　 23,713

その他の包括利益累計額合計 　 23,141 　 26,544

少数株主持分 126,360 76,495

純資産合計 1,949,284 1,922,645

負債純資産合計 4,751,074 6,127,246

　

　　（訂正後）　

　 （単位：千円）

　
前連結会計年度

(平成25年6月30日)
当第1四半期連結会計期間

(平成25年9月30日)

（省略）　 　 　 　 　

純資産の部 　 　

株主資本 　 　

資本金 451,993 452,244

資本剰余金 512,593 512,844

利益剰余金 835,195 812,967

自己株式 － △106

株主資本合計 1,799,782 1,777,949

その他の包括利益累計額 　 　

その他有価証券評価差額金 2,039 2,831

為替換算調整勘定 　 21,102 　 23,713

その他の包括利益累計額合計 　 23,141 　 26,544

少数株主持分 126,360 118,151

純資産合計 1,949,284 1,922,645

負債純資産合計 4,751,074 6,127,246

　　

　（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】

　　【四半期連結包括利益計算書】
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　　　【第１四半期連結累計期間】　

　

（訂正前）

　 （単位：千円）

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年7月 1日
   至　平成24年9月30日)

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年7月 1日
　 至　平成25年9月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少
数株主調整前四半期純損失(△)　

206,659 △54,656

その他の包括利益 　 　

その他有価証券評価差額金 232　 792

為替換算調整勘定 △1,796 △926

その他の包括利益合計 △1,564 △134

四半期包括利益 205,094　 △54,790　

 (内訳) 　 　

親会社株主に係る四半期包括利益　 187,001 　 8,101

少数株主に係る四半期包括利益 　 18,093 　 △62,891

（訂正後）

　 （単位：千円）

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年7月１日
  至　平成24年9月30日)

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年7月１日
　 至　平成25年9月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少
数株主調整前四半期純損失(△)　

206,659　 △54,656

その他の包括利益 　 　

その他有価証券評価差額金 232　 792

為替換算調整勘定 △1,796 △926

持分変動差額 　  - 　  85,013

その他の包括利益合計 △1,564 84,879

四半期包括利益 205,094　 30,222

(内訳) 　 　

親会社株主に係る四半期包括利益　 187,001 　 51,458

少数株主に係る四半期包括利益 　 18,093 　 △21,235
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