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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５月15日に提出いたしました第14期第２四半期（自　平成27年１月１日　至　平成27年３月31日）四半期

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、訂正後の四半期連結財務諸表については、監査法人元和により四半期レビューを受けており、そのレビュー

報告書を添付しております。

また、四半期連結財務諸表の記載内容に係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２　事業の概況

　　３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　　　(1) 業績の状況

　　　(2) キャッシュ・フローの状況

　第４　経理の状況

　　２　監査証明について

　　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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　注記事項

　　　１株当たり情報
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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１【企業の概況】　

　　１【主要な経営指標等の推移】　

（訂正前）

回次
第13期

第２四半期
連結累計期間

第14期
第２四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日

自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日

自 平成25年10月１日
至 平成26年９月30日

売上高 (千円) 2,751,885 4,312,641 5,995,570

経常利益 (千円) 348,438 741,991 389,851

四半期(当期)純利益 (千円) 39,868 144,441 80,673

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 419,852 2,019,001 943,740

純資産額 (千円) 10,185,588 13,177,827 11,098,296

総資産額 (千円) 21,020,897 34,098,327 27,651,412

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 1.46 5.31 2.96

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 1.28 5.14 2.54

自己資本比率 (％) 27.6 20.1 21.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △328,707 969,946 △938,718

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 161,761 △622,743 △1,747,441

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,116,041 2,844,269 3,544,578

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,499,621 5,244,550 1,492,486
 

　

回次
第13期

第２四半期
連結会計期間

第14期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年１月１日
至 平成26年３月31日

自 平成27年１月１日
至 平成27年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.55 4.11
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社ウェッジホールディングス(E00745)

訂正四半期報告書

 3/15



 

（訂正後）

回次
第13期

第２四半期
連結累計期間

第14期
第２四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日

自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日

自 平成25年10月１日
至 平成26年９月30日

売上高 (千円) 2,751,885 4,312,641 5,995,570

経常利益 (千円) 348,438 741,991 389,851

四半期(当期)純利益 (千円) 39,868 266,252 80,673

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 419,852 1,809,816 943,740

純資産額 (千円) 10,185,588 13,177,827 11,098,296

総資産額 (千円) 21,020,897 34,098,327 27,651,412

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 1.46 9.78 2.96

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 1.28 9.60 2.54

自己資本比率 (％) 27.6 20.1 21.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △328,707 969,946 △938,718

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 161,761 △622,743 △1,747,441

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,116,041 3,176,393 3,544,578

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,499,621 5,244,550 1,492,486
 

 

回次
第13期

第２四半期
連結会計期間

第14期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年１月１日
至 平成26年３月31日

自 平成27年１月１日
至 平成27年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.55 8.59
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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　第２【事業の状況】　

　　３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】　

　　　(1) 業績の状況　

（訂正前）

当社グループは当第２四半期連結累計期間においては、増収増益となりました。売上高は43億12百万円（前年同

四半期比56.7％増）、営業利益は８億27百万円（同174.7％増）、経常利益は７億41百万円（同112.9％増）、四半

期純利益は１億44百万円（同262.3％増）となりました。

＜省略＞

 

（訂正後）

当社グループは当第２四半期連結累計期間においては、増収増益となりました。売上高は43億12百万円（前年同

四半期比56.7％増）、営業利益は８億27百万円（同174.7％増）、経常利益は７億41百万円（同112.9％増）、四半

期純利益は２億66百万円（同567.8％増）となりました。

＜省略＞

 

　第２【事業の状況】　

　　３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】　

　　　(2) キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

＜省略＞

財務活動の結果獲得した資金は、28億44百万円（前年同期は11億16百万円の獲得）となりました。その主な内訳

は、短期借入金の減少額31億64百万円、長期借入による収入73億34百万円、長期借入金の返済による支出48億39百

万円、転換社債払込金の預りによる収入34億86百万円等であります。

 

（訂正後）

＜省略＞

財務活動の結果獲得した資金は、31億76百万円（前年同期は11億16百万円の獲得）となりました。その主な内訳

は、短期借入金の減少額31億64百万円、長期借入による収入73億34百万円、長期借入金の返済による支出48億39百

万円、転換社債払込金の預りによる収入34億86百万円等であります。
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　第４【経理の状況】　

（訂正前）

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成27年１月１日から平成

27年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年10月１日から平成27年３月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、監査法人元和による四半期レビューを受けております。

 

（訂正後）

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成27年１月１日から平成

27年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年10月１日から平成27年３月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、監査法人元和による四半期レビューを受けております。

なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、監査法人元和による四半期レビューを受けております。
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　　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９月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,956,525 1,956,525

  資本剰余金 3,138,245 3,138,245

  利益剰余金 286,577 431,019

  自己株式 △40,961 △40,961

  株主資本合計 5,340,387 5,484,829

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 640,602 1,354,875

  その他の包括利益累計額合計 640,602 1,354,875

 新株予約権 30,206 33,639

 少数株主持分 5,087,100 6,304,482

 純資産合計 11,098,296 13,177,827

負債純資産合計 27,651,412 34,098,327
 

 

（訂正後）

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年９月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,956,525 1,956,525

  資本剰余金 3,138,245 3,138,245

  利益剰余金 286,577 552,829

  自己株式 △40,961 △40,961

  株主資本合計 5,340,387 5,606,639

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 640,602 1,233,065

  その他の包括利益累計額合計 640,602 1,233,065

 新株予約権 30,206 33,639

 少数株主持分 5,087,100 6,304,482

 純資産合計 11,098,296 13,177,827

負債純資産合計 27,651,412 34,098,327
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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】　

　　　　【四半期連結損益計算書】　

　　　　　【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25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 2,751,885 4,312,641

売上原価 849,784 1,036,273

売上総利益 1,902,100 3,276,367

販売費及び一般管理費
※  1,600,767 ※  2,448,691

営業利益 301,333 827,675

営業外収益   

 受取利息 18,888 15,102

 持分法による投資利益 37,767 -

 為替差益 631 -

 その他 441 1,209

 営業外収益合計 57,728 16,312

営業外費用   

 支払利息 707 1,060

 社債利息 8,000 49,631

 為替差損 - 42,730

 持分法による投資損失 - 5,850

 その他 1,915 2,723

 営業外費用合計 10,623 101,996

経常利益 348,438 741,991

特別利益   

 持分変動利益 2,134 -

 特別利益合計 2,134 -

特別損失   

 持分変動損失 - 16,022

 特別損失合計 - 16,022

税金等調整前四半期純利益 350,572 725,969

法人税、住民税及び事業税 129,164 44,116

法人税等調整額 △15,528 87,458

法人税等合計 113,636 131,574

少数株主損益調整前四半期純利益 236,936 594,395

少数株主利益 197,067 449,953

四半期純利益 39,868 144,441
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（訂正後）

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 2,751,885 4,312,641

売上原価 849,784 1,036,273

売上総利益 1,902,100 3,276,367

販売費及び一般管理費
※  1,600,767 ※  2,448,691

営業利益 301,333 827,675

営業外収益   

 受取利息 18,888 15,102

 持分法による投資利益 37,767 -

 為替差益 631 -

 その他 441 1,209

 営業外収益合計 57,728 16,312

営業外費用   

 支払利息 707 1,060

 社債利息 8,000 49,631

 為替差損 - 42,730

 持分法による投資損失 - 5,850

 その他 1,915 2,723

 営業外費用合計 10,623 101,996

経常利益 348,438 741,991

特別利益   

 持分変動利益 2,134 105,788

 特別利益合計 2,134 105,788

税金等調整前四半期純利益 350,572 847,779

法人税、住民税及び事業税 129,164 44,116

法人税等調整額 △15,528 87,458

法人税等合計 113,636 131,574

少数株主損益調整前四半期純利益 236,936 716,205

少数株主利益 197,067 449,953

四半期純利益 39,868 266,252
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　　　　【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25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 236,936 594,395

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 140,141 1,142,648

 持分法適用会社に対する持分相当額 42,775 281,957

 その他の包括利益合計 182,916 1,424,606

四半期包括利益 419,852 2,019,001

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 139,837 858,715

 少数株主に係る四半期包括利益 280,015 1,160,286
 

 

（訂正後）

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 236,936 716,205

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 140,141 811,653

 持分法適用会社に対する持分相当額 42,775 281,957

 その他の包括利益合計 182,916 1,093,611

四半期包括利益 419,852 1,809,816

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 139,837 858,715

 少数株主に係る四半期包括利益 280,015 951,101
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　　　(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】　

（訂正前）

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 350,572 725,969

 減価償却費 51,907 85,171

 のれん償却額 16,741 21,427

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 145,919 △419,685

 退職給付に係る負債の増減（△は減少） - 5,454

 その他の引当金の増減額（△は減少） △23,592 △70,001

 受取利息及び受取配当金 △18,888 △15,102

 支払利息 707 1,060

 社債利息 8,000 49,631

 持分法による投資損益（△は益） △37,767 5,850

 新株予約権戻入益 - △80

 持分変動損益（△は益） △2,134 16,022

 売上債権の増減額（△は増加） △23,192 △25,804

 営業貸付金の増減額（△は増加） △1,200,507 625,119

 たな卸資産の増減額（△は増加） 31,657 △16,787

 仕入債務の増減額（△は減少） 13,147 △17,970

 その他 346,532 9,077

 小計 △340,896 979,352

 利息及び配当金の受取額 7,080 42,193

 利息の支払額 △915 △45,123

 法人税等の支払額 6,023 △6,476

 営業活動によるキャッシュ・フロー △328,707 969,946

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △55,869 △66,016

 無形固定資産の取得による支出 △40,741 △19,773

 貸付金の回収による収入 71,609 175,187

 差入保証金の増減額（△は増加） 182,153 △693,208

 その他 4,609 △18,932

 投資活動によるキャッシュ・フロー 161,761 △622,743

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △16,000 △3,164,241

 長期借入れによる収入 2,591,200 7,334,781

 長期借入金の返済による支出 △2,996,399 △4,839,825

 社債の発行による収入 1,526,340 -

 社債の償還による支出 △10,000 △10,000

 転換社債払込金の預りによる収入 - 3,486,651

 少数株主からの払込みによる収入 20,899 36,902

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,116,041 2,844,269

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,707 560,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 953,801 3,752,063

現金及び現金同等物の期首残高 545,819 1,492,486

現金及び現金同等物の四半期末残高
※  1,499,621 ※  5,244,550
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（訂正後）

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 350,572 847,779

 減価償却費 51,907 85,171

 のれん償却額 16,741 21,427

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 145,919 △419,685

 退職給付に係る負債の増減（△は減少） - 5,454

 その他の引当金の増減額（△は減少） △23,592 △70,001

 受取利息及び受取配当金 △18,888 △15,102

 支払利息 707 1,060

 社債利息 8,000 49,631

 持分法による投資損益（△は益） △37,767 5,850

 新株予約権戻入益 - △80

 持分変動損益（△は益） △2,134 △105,788

 売上債権の増減額（△は増加） △23,192 △25,804

 営業貸付金の増減額（△は増加） △1,200,507 625,119

 たな卸資産の増減額（△は増加） 31,657 △16,787

 仕入債務の増減額（△は減少） 13,147 △17,970

 その他 346,532 9,077

 小計 △340,896 979,352

 利息及び配当金の受取額 7,080 42,193

 利息の支払額 △915 △45,123

 法人税等の支払額 6,023 △6,476

 営業活動によるキャッシュ・フロー △328,707 969,946

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △55,869 △66,016

 無形固定資産の取得による支出 △40,741 △19,773

 貸付金の回収による収入 71,609 175,187

 差入保証金の増減額（△は増加） 182,153 △693,208

 その他 4,609 △18,932

 投資活動によるキャッシュ・フロー 161,761 △622,743

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △16,000 △3,164,241

 長期借入れによる収入 2,591,200 7,334,781

 長期借入金の返済による支出 △2,996,399 △4,839,825

 社債の発行による収入 1,526,340 -

 社債の償還による支出 △10,000 △10,000

 転換社債払込金の預りによる収入 - 3,486,651

 少数株主からの払込みによる収入 20,899 369,027

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,116,041 3,176,393

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,707 228,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 953,801 3,752,063

現金及び現金同等物の期首残高 545,819 1,492,486

現金及び現金同等物の四半期末残高
※  1,499,621 ※  5,244,550
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　　　【注記事項】

　　　（１株当たり情報）

（訂正前）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 1円46銭  5円31銭

    (算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 39,868 144,441

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 39,868 144,441

    普通株式の期中平均株式数(株) 27,224,200 27,224,200

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1円28銭  5円14銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益調整額(千円) △5,001 △4,148

    普通株式増加数(株) 57,577 76,291

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

― ―
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（訂正後）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 1円46銭  9円78銭

    (算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 39,868 266,252

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 39,868 266,252

    普通株式の期中平均株式数(株) 27,224,200 27,224,200

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1円28銭  9円60銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益調整額(千円) △5,001 △4,148

    普通株式増加数(株) 57,577 76,291

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

― ―
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年９月18日

株式会社ウェッジホールディングス

取締役会 御中

 

監査法人元和
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   塩　野　　　治　夫     印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   中　川　　　俊　介　   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウェッ

ジホールディングスの平成26年10月１日から平成27年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27

年１月１日から平成27年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年10月１日から平成27年３月31日まで）

に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益

計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ウェッジホールディングス及び連結子会社の平成27年３

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な

お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成27年５月15日に四半期レビュー報告書を提出した。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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