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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年10月11日に提出いたしました第69期第２四半期（自　平成28年６月１日　至　平成28年８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。

　

２ 【訂正事項】

　第一部 企業情報

　　第１ 企業の概要

　　　 １ 主な経営指標等の推移

 

　第一部 企業情報

　　第４ 経理の状況

　　　 １ 四半期連結財務諸表

          注記事項

　　　　　　(１株当たり情報)

 

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68期

第２四半期
連結累計期間

第69期
第２四半期
連結累計期間

第68期

会計期間
自 平成27年３月１日
至 平成27年８月31日

自 平成28年３月１日
至 平成28年８月31日

自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日

売上高 (千円) 4,869,004 4,975,115 9,351,199

経常利益又は経常損失(△) (千円) 16,440 157,003 △65,033

親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(千円) 13,209 105,968 △56,991

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 256,604 △24,003 △17,378

純資産額 (千円) 8,769,383 8,385,702 8,495,021

総資産額 (千円) 13,104,132 12,487,993 13,241,297

１株当たり
四半期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額(△)

(円) 0.78 6.24 △3.36

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 (％) 66.9 67.2 64.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 579,563 742,756 308,244

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △84,403 △50,459 △149,692

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △243,863 △503,357 41,656

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,076,929 1,200,629 1,024,272
 

　

回次
第68期

第２四半期
連結会計期間

第69期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年６月１日
至 平成27年８月31日

自 平成28年６月１日
至 平成28年８月31日

１株当たり四半期純損失金額
(△)

(円) △3.94 △0.81
 

(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。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期純利益又は当期純損失（△）」を「親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株

主に帰属する当期純損失（△）」と表記を変更しております。
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(訂正後)

回次
第68期

第２四半期
連結累計期間

第69期
第２四半期
連結累計期間

第68期

会計期間
自 平成27年３月１日
至 平成27年８月31日

自 平成28年３月１日
至 平成28年８月31日

自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日

売上高 (千円) 4,869,004 4,975,115 9,351,199

経常利益又は経常損失(△) (千円) 16,440 157,003 △65,033

親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(千円) 13,209 105,968 △56,991

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 256,604 △24,003 △17,378

純資産額 (千円) 8,769,383 8,385,702 8,495,021

総資産額 (千円) 13,104,132 12,487,993 13,241,297

１株当たり
四半期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額(△)

(円) 7.78 62.41 △33.56

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 (％) 66.9 67.2 64.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 579,563 742,756 308,244

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △84,403 △50,459 △149,692

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △243,863 △503,357 41,656

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,076,929 1,200,629 1,024,272
 

　

回次
第68期

第２四半期
連結会計期間

第69期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年６月１日
至 平成27年８月31日

自 平成28年６月１日
至 平成28年８月31日

１株当たり四半期純損失金額
(△)

(円) △39.36 △8.14
 

(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。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期純利益又は当期純損失（△）」を「親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株

主に帰属する当期純損失（△）」と表記を変更しております。

５．平成28年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前連結会計年

度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額

を算定しております。
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第一部 【企業情報】

第４ 【経理の状況】

１ 【四半期連結財務諸表】

【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27年３月１日
至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
至 平成28年８月31日)

   １株当たり四半期純利益金額 ０円78銭 ６円24銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 13,209 105,968

   普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

13,209 105,968

   普通株式の期中平均株式数(千株) 16,983 16,979
 

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(訂正後)

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27年３月１日
至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
至 平成28年８月31日)

   １株当たり四半期純利益金額 ７円78銭 62円41銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 13,209 105,968

   普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

13,209 105,968

   普通株式の期中平均株式数(千株) 1,698 1,697
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．平成28年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前連結会計年

度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
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