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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成30年11月14日に提出いたしました第35期第２四半期（自平成30年７月１日至平成30年９月30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＿＿＿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34期

第２四半期
連結累計期間

第35期
第２四半期
連結累計期間

第34期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成30年４月１日
至平成30年９月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （千円） 12,764,060 13,643,872 27,517,664

経常利益 （千円） 279,763 594,546 119,606

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 187,516 596,153 117,746

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 292,588 845,388 318,042

純資産額 （千円） 14,042,839 14,208,693 13,791,358

総資産額 （千円） 16,625,444 17,158,080 17,312,566

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 13.64 43.35 8.56

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 84.3 82.8 79.7

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 135,314 211,777 647,345

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 1,002,243 627,157 1,741,262

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △275,211 △247,869 △551,986

現金及び現金同等物の四半期（期

末）残高
（千円） 4,390,411 5,957,841 5,323,209

 

回次
第34期

第２四半期
連結会計期間

第35期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

自平成30年７月１日
至平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 4.30 13.99

（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、消費税等は含んでおりません。

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。
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　　（訂正後）

回次
第34期

第２四半期
連結累計期間

第35期
第２四半期
連結累計期間

第34期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成30年４月１日
至平成30年９月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （千円） 12,764,060 13,643,872 27,517,664

経常利益 （千円） 279,763 594,546 119,606

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 187,516 596,153 117,746

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 292,588 664,869 318,042

純資産額 （千円） 14,042,839 14,208,693 13,791,358

総資産額 （千円） 16,625,444 17,158,080 17,312,566

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 13.64 43.35 8.56

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 84.3 82.8 79.7

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 135,314 211,777 647,345

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 1,002,243 627,157 1,741,262

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △275,211 △247,869 △551,986

現金及び現金同等物の四半期（期

末）残高
（千円） 4,390,411 5,957,841 5,323,209

 

回次
第34期

第２四半期
連結会計期間

第35期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

自平成30年７月１日
至平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 4.30 13.99

（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、消費税等は含んでおりません。

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。
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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29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

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

四半期純利益 190,088 596,153

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 105,404 123,921

土地再評価差額金 － 180,519

為替換算調整勘定 － 973

退職給付に係る調整額 △5,005 △18,633

持分法適用会社に対する持分相当額 2,100 △37,544

その他の包括利益合計 102,500 249,235

四半期包括利益 292,588 845,388

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 290,017 845,388

非支配株主に係る四半期包括利益 2,571 －

 

　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

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

四半期純利益 190,088 596,153

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 105,404 123,921

為替換算調整勘定 － 973

退職給付に係る調整額 △5,005 △18,633

持分法適用会社に対する持分相当額 2,100 △37,544

その他の包括利益合計 102,500 68,716

四半期包括利益 292,588 664,869

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 290,017 664,869

非支配株主に係る四半期包括利益 2,571 －
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