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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14日に提出した第27期第２四半期（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については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　

(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　

第２四半期連結累計期間　

 

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26期

第２四半期
連結累計期間

第27期
第２四半期
連結累計期間

第26期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高（千円） 2,260,285 2,196,926 4,597,242

経常利益（千円） 37,254 21,419 58,239

四半期（当期）純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
11,974 △15,371 1,207

四半期包括利益又は包括利益（千円） 12,750 △30,021 2,141

純資産額（千円） 1,745,547 1,703,640 1,734,939

総資産額（千円） 2,912,556 2,618,403 2,976,814

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）（円）
2.30 △2.96 0.23

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 59.9 65.0 58.3

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） 78,306 △16,151 162,366

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） △57,636 △86,430 △58,081

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） △120,937 △119,717 △138,107

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
1,095,311 944,072 1,165,164

（省略）　

　

EDINET提出書類

日本サード・パーティ株式会社(E05593)

訂正四半期報告書

2/4



（訂正後）　

回次
第26期

第２四半期
連結累計期間

第27期
第２四半期
連結累計期間

第26期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高（千円） 2,260,285 2,196,926 4,597,242

経常利益（千円） 37,254 21,419 58,239

四半期（当期）純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
11,974 △15,371 1,207

四半期包括利益又は包括利益（千円） 12,750 △14,236 2,141

純資産額（千円） 1,745,547 1,703,640 1,734,939

総資産額（千円） 2,912,556 2,618,403 2,976,814

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）（円）
2.30 △2.96 0.23

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 59.9 65.0 58.3

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） 78,306 △16,151 162,366

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） △57,636 △86,430 △58,081

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） △120,937 △119,717 △138,107

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
1,095,311 944,072 1,165,164

（省略）　
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第４【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】　
（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】

【四半期連結包括利益計算書】　

【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　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４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
少数株主損益調整前四半期純損失（△）

11,974 △15,371

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 　 776 　 330

退職給付に係る調整額 － △14,980

その他の包括利益合計 776 △14,649

四半期包括利益 12,750  △30,021

（内訳） 　 　  　

親会社株主に係る四半期包括利益 　 12,750 　△30,021

少数株主に係る四半期包括利益 － －

　

（訂正後）　

 （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４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
少数株主損益調整前四半期純損失（△）

11,974 △15,371

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 　 776 　 330

退職給付に係る調整額 － 804

その他の包括利益合計 776 1,135

四半期包括利益 12,750  △14,236

（内訳） 　 　  　

親会社株主に係る四半期包括利益 　 12,750 　△14,236

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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