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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年２月２日に提出したしました第15期第３四半期（自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日）の四半期

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。

 

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２　事業の状況

３　財政状態及び経営成績の分析

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

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

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

 

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１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　　（訂正前）

回次
第14期

第３四半期連結
累計期間

第15期
第３四半期連結

累計期間
第14期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 22,272,733 26,038,485 31,521,529

経常利益 （千円） 489,262 880,077 840,911

四半期（当期）純利益 （千円） 348,583 513,773 551,678

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 434,005 946,206 767,257

純資産額 （千円） 11,459,797 12,843,495 11,808,334

総資産額 （千円） 16,372,553 18,310,755 17,748,617

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 9.33 12.62 14.45

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 9.04 12.29 14.04

自己資本比率 （％） 69.5 69.0 66.0

　（注）（省略）

 

　　（訂正後）

回次
第14期

第３四半期連結
累計期間

第15期
第３四半期連結

累計期間
第14期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 22,272,733 26,038,485 31,521,529

経常利益 （千円） 489,262 880,077 840,911

四半期（当期）純利益 （千円） 348,583 513,773 551,678

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 434,005 858,887 767,257

純資産額 （千円） 11,459,797 12,756,176 11,808,334

総資産額 （千円） 16,372,553 18,175,082 17,748,617

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 9.33 12.62 14.45

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 9.04 12.29 14.04

自己資本比率 （％） 69.5 69.0 66.0

　（注）（省略）
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第２【事業の状況】

３【財政状態及び経営成績の分析】

（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　（訂正前）

（単位：千円、端数切捨て）

   
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当第３四半期

（平成26年12月31日）

対前期末増減額

（増減率）

 資 産 合 計 17,748,617 18,310,755
562,137

（3.2％）

 負 債 合 計 5,940,282 5,467,259
△473,022

（△8.0％）

 純 資 産 合 計 11,808,334 12,843,495
1,035,160

（8.8％）

［資産合計］

・流動資産が前連結会計年度末より342,272千円減少し15,832,460千円となりました。主な要因は現金及び預

金が205,666千円減少したこと及び受取手形及び売掛金が49,937千円減少したことによるものであります。

・固定資産が前連結会計年度末より904,410千円増加し2,478,294千円となりました。主な要因は投資その他の

資産に含まれる投資有価証券が815,158千円増加したこと、有形固定資産の建物の純額が181,499千円増加し

たことによるものであります。

［負債合計］

・流動負債は前連結会計年度末より659,625千円減少し5,266,085千円となりました。主な要因は支払手形及び

買掛金が637,301千円減少したことによるものであります。

・固定負債は前連結会計年度末より186,602千円増加し201,174千円となりました。主な要因はその他に含まれ

る繰延税金負債が92,880千円増加したこと、及び資産除去債務が89,069千円増加したことによるものであり

ます。

［純資産合計］

・前連結会計年度末より1,035,160千円増加し12,843,495千円となりました。主な要因は利益剰余金が513,773

千円増加したこと、その他有価証券評価差額金が376,626千円増加したこと、及び新株予約権が79,376千円

増加したことによるものであります。
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　　（訂正後）

（単位：千円、端数切捨て）

   
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当第３四半期

（平成26年12月31日）

対前期末増減額

（増減率）

 資 産 合 計 17,748,617 18,175,082
426,464

（2.4％）

 負 債 合 計 5,940,282 5,418,906
△521,376

（△8.8％）

 純 資 産 合 計 11,808,334 12,756,176
947,841

（8.0％）

［資産合計］

・流動資産が前連結会計年度末より342,272千円減少し15,832,460千円となりました。主な要因は現金及び預

金が205,666千円減少したこと及び受取手形及び売掛金が49,937千円減少したことによるものであります。

・固定資産が前連結会計年度末より768,737千円増加し2,342,621千円となりました。主な要因は投資その他の

資産に含まれる投資有価証券が679,485千円増加したこと、有形固定資産の建物の純額が181,499千円増加し

たことによるものであります。

［負債合計］

・流動負債は前連結会計年度末より659,625千円減少し5,266,085千円となりました。主な要因は支払手形及び

買掛金が637,301千円減少したことによるものであります。

・固定負債は前連結会計年度末より138,248千円増加し152,820千円となりました。主な要因はその他に含まれ

る繰延税金負債が44,526千円増加したこと、及び資産除去債務が89,069千円増加したことによるものであり

ます。

［純資産合計］

・前連結会計年度末より947,841千円増加し12,756,176千円となりました。主な要因は利益剰余金が513,773千

円増加したこと、その他有価証券評価差額金が289,307千円増加したこと、及び新株予約権が79,376千円増

加したことによるものであります。
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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26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,870,365 10,664,699

受取手形及び売掛金 4,983,692 4,933,755

たな卸資産 13,178 41,522

その他 419,479 301,137

貸倒引当金 △111,983 △108,655

流動資産合計 16,174,733 15,832,460

固定資産   

有形固定資産 209,985 366,023

無形固定資産   

のれん 78,782 62,300

その他 92,385 93,107

無形固定資産合計 171,168 155,407

投資その他の資産   

その他 1,201,114 1,965,857

貸倒引当金 △8,384 △8,994

投資その他の資産合計 1,192,730 1,956,863

固定資産合計 1,573,884 2,478,294

資産合計 17,748,617 18,310,755

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,638,321 4,001,019

未払法人税等 446,855 112,788

その他 840,534 1,152,277

流動負債合計 5,925,710 5,266,085

固定負債   

その他 14,571 201,174

固定負債合計 14,571 201,174

負債合計 5,940,282 5,467,259

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,489,910 1,496,727

資本剰余金 7,284,517 7,291,334

利益剰余金 2,548,188 3,061,961

株主資本合計 11,322,615 11,850,024

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,063 403,690

為替換算調整勘定 364,701 373,611

その他の包括利益累計額合計 391,765 777,302

新株予約権 48,386 127,762

少数株主持分 45,567 88,405

純資産合計 11,808,334 12,843,495

負債純資産合計 17,748,617 18,310,755
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　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,870,365 10,664,699

受取手形及び売掛金 4,983,692 4,933,755

たな卸資産 13,178 41,522

その他 419,479 301,137

貸倒引当金 △111,983 △108,655

流動資産合計 16,174,733 15,832,460

固定資産   

有形固定資産 209,985 366,023

無形固定資産   

のれん 78,782 62,300

その他 92,385 93,107

無形固定資産合計 171,168 155,407

投資その他の資産   

その他 1,201,114 1,830,184

貸倒引当金 △8,384 △8,994

投資その他の資産合計 1,192,730 1,821,190

固定資産合計 1,573,884 2,342,621

資産合計 17,748,617 18,175,082

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,638,321 4,001,019

未払法人税等 446,855 112,788

その他 840,534 1,152,277

流動負債合計 5,925,710 5,266,085

固定負債   

その他 14,571 152,820

固定負債合計 14,571 152,820

負債合計 5,940,282 5,418,906

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,489,910 1,496,727

資本剰余金 7,284,517 7,291,334

利益剰余金 2,548,188 3,061,961

株主資本合計 11,322,615 11,850,024

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,063 316,371

為替換算調整勘定 364,701 373,611

その他の包括利益累計額合計 391,765 689,983

新株予約権 48,386 127,762

少数株主持分 45,567 88,405

純資産合計 11,808,334 12,756,176

負債純資産合計 17,748,617 18,175,082
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（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３四半期連結累計期間】

　　（訂正前）

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 351,142 559,798

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △75,467 376,626

為替換算調整勘定 158,330 9,780

その他の包括利益合計 82,863 386,407

四半期包括利益 434,005 946,206

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 430,516 899,310

少数株主に係る四半期包括利益 3,489 46,895

 

　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 351,142 559,798

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △75,467 289,307

為替換算調整勘定 158,330 9,780

その他の包括利益合計 82,863 299,088

四半期包括利益 434,005 858,887

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 430,516 811,991

少数株主に係る四半期包括利益 3,489 46,895

 

以上
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