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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年２月５日に提出いたしました第９期第３四半期（自　平成30年10月１日　至　平成30年12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８期

第３四半期
連結累計期間

第９期
第３四半期
連結累計期間

第８期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (百万円) 71,499 78,495 95,028

経常利益 (百万円) 1,669 1,615 2,065

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,125 1,037 1,361

四半期包括利益または包括利益 (百万円) 1,329 755 1,506

純資産額 (百万円) 13,791 14,226 13,777

総資産額 (百万円) 48,822 55,779 47,367

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 84.28 78.45 102.17

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 (％) 28.19 25.45 29.02
 

　

回次
第８期

第３四半期
連結会計期間

第９期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

自　平成30年10月１日
至　平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 34.40 37.91
 

(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　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

４　当社は、株式給付信託(ＢＢＴ)を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託

が所有する当社株式は、１株当たり四半期(当期)純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除

する自己株式に含めております。

５ 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。
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　　（訂正後）

回次
第８期

第３四半期
連結累計期間

第９期
第３四半期
連結累計期間

第８期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (百万円) 71,499 78,495 95,028

経常利益 (百万円) 1,669 1,615 2,065

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,125 1,037 1,361

四半期包括利益または包括利益 (百万円) 1,329 742 1,506

純資産額 (百万円) 13,791 14,226 13,777

総資産額 (百万円) 48,822 55,779 47,367

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 84.28 78.45 102.17

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 (％) 28.19 25.45 29.02
 

　

回次
第８期

第３四半期
連結会計期間

第９期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

自　平成30年10月１日
至　平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 34.40 37.91
 

(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　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

４　当社は、株式給付信託(ＢＢＴ)を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託

が所有する当社株式は、１株当たり四半期(当期)純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除

する自己株式に含めております。

５ 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。
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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３四半期連結累計期間】

 

　　（訂正前）

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 1,127 1,039

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 194 △290

 退職給付に係る調整額 7 5

 その他の包括利益合計 201 △284

四半期包括利益 1,329 755

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,327 752

 非支配株主に係る四半期包括利益 2 2
 

 

　　（訂正後）

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 1,127 1,039

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 194 △303

 退職給付に係る調整額 7 5

 その他の包括利益合計 201 △297

四半期包括利益 1,329 742

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,327 739

 非支配株主に係る四半期包括利益 2 2
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