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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18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

 
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17期

第２四半期
累計期間

第18期
第２四半期
累計期間

第17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)  683,138 814,855 1,550,507

経常利益又は経常損失(△) (千円) 77,932 △12,210 155,202

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 64,258 △13,361 91,021

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 599,984 734,116 733,078

発行済株式総数 (株) 2,130,900 2,306,000 2,302,900

純資産額 (千円) 792,624 1,072,931 1,084,259

総資産額 (千円) 1,109,215 1,324,663 1,433,406

１株当たり四半期（当期）純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

(円) 39.50 △5.80 47.24

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― 42.96

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 71.15 80.8 75.5

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 108,382 50,738 202,258

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △466,450 257,368 △512,760

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 376,142 △31,995 579,918

現金及び現金同等物の四半期末
(期末)残高

(千円) 134,261 661,715 385,603
 

 

回次
第17期

第２四半期
会計期間

第18期
第２四半期
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
又は１株当たり四半期純損失（△）

(円) 22.63 △8.93
 

(注)　（省略）
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（訂正後）

回次
第17期

第２四半期
累計期間

第18期
第２四半期
累計期間

第17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)  683,138 814,855 1,550,507

経常利益又は経常損失(△) (千円) 77,932 △12,210 155,202

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 64,258 △13,361 91,021

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 599,984 734,116 733,078

発行済株式総数 (株) 2,130,900 2,306,000 2,302,900

純資産額 (千円) 792,624 1,072,931 1,084,259

総資産額 (千円) 1,109,215 1,324,663 1,433,406

１株当たり四半期（当期）純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

(円) 39.50 △5.80 47.24

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― 42.96

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 71.15 80.8 75.5

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 108,382 50,738 202,258

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △466,450 257,368 △512,760

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 376,142 △31,995 579,918

現金及び現金同等物の四半期末
(期末)残高

(千円) 134,261 661,715 385,603
 

 

回次
第17期

第２四半期
会計期間

第18期
第２四半期
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
又は１株当たり四半期純損失（△）

(円) 22.63 △4.49
 

(注)　（省略）
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