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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年６月24日に提出いたしました第22期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券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４ 【提出会社の状況】

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(4) 【役員の報酬等】

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 
第５ 【経理の状況】

１ 【連結財務諸表等】

【注記事項】

(金融商品関係)

２．金融商品の時価等に関する事項

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

 
(ストック・オプション等関係)

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

② 単価情報

 
(企業結合等関係)

１．株式取得による企業結合

(2) ㈱ラップス

⑥ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

 
 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
第４ 【提出会社の状況】

　　４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

　　　(4) 【役員の報酬等】

　　　　② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 
（訂正前）

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（名）固定報酬

業績連動報酬
（賞与）

業績連動報酬
 （ストック・
　オプション）

取締役
（社外取締役を除く）

292,555 142,440 110,000 40,115 5

監査役
（社外監査役を除く）

12,000 12,000 ― ― 1

社外役員 11,880 ― ― ― 3
 

（注）１．当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。

２．業績連動報酬（賞与）は、全社の営業利益貢献に対して支給するものであります。
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（訂正後）

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数
（名）固定報酬

業績連動報酬
（賞与）

業績連動報酬
 （ストック・
　オプション）

取締役
（社外取締役を除く）

292,555 142,440 110,000 40,115 5

監査役
（社外監査役を除く）

12,000 12,000 ― ― 1

社外役員 11,880 11,880 ― ― 3
 

（注）１．当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。

２．業績連動報酬（賞与）は、全社の営業利益貢献に対して支給するものであります。

 
第５ 【経理の状況】

　　１ 【連結財務諸表等】

　　 【注記事項】

　　　　(金融商品関係)

　　　　　２．金融商品の時価等に関する事項

　　　　　（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

 
（訂正前）

（単位：千円）

 2018年３月31日 2019年３月31日

敷金及び保証金 289,038 513,473

その他有価証券   

営業投資有価証券に属するもの   

非上場株式 1,292,253 2,213,095

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 970,733 1,678,507

投資有価証券に属するもの   

非上場株式 246,440 121,079

合計 2,798,464 4,526,155
 

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象には含めておりません。

 
（訂正後）

（単位：千円）

 2018年３月31日 2019年３月31日

敷金及び保証金 289,038 513,473

その他有価証券   

営業投資有価証券に属するもの   

非上場株式 1,292,253 2,193,095

非上場新株予約権 ― 20,000

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 970,733 1,678,507

投資有価証券に属するもの   

非上場株式 246,440 121,079

合計 2,798,464 4,526,155
 

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象には含めておりません。
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第５ 【経理の状況】

　　１ 【連結財務諸表等】

　　　【注記事項】

　　 　(ストック・オプション等関係)

　　　　　３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　　　　　　(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　　　　　② 単価情報

 
（訂正前）

 
第19回

新株予約権
第20回

新株予約権
第21回

新株予約権
第22回

新株予約権

権利行使価格 (円) 1,549 1,422 2,424 1,630

行使時平均株価 (円) 3,475 2,370 － －

付与日における公正な
評価単価

(円) 93,600 86,700 67,000 59,500
 

 
（訂正後）

 
第19回

新株予約権
第20回

新株予約権
第21回

新株予約権
第22回

新株予約権

権利行使価格 (円) 1,549 1,422 2,424 1,630

行使時平均株価 (円) 3,475 2,370 － －

付与日における公正な
評価単価

(円) 936 867 670 595
 

 
第５ 【経理の状況】

１ 【連結財務諸表等】

【注記事項】

(企業結合等関係)

１．株式取得による企業結合

(2) ㈱ラップス

⑥ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

 
（訂正前）

　流動資産 57,238千円

　固定資産 2,116千円

　資産合計 59,354千円

　流動負債 △21,846千円

　固定負債 △110,915千円

　負債合計 △132,761千円
 

 
（訂正後）

　流動資産 57,238千円

　固定資産 2,116千円

　資産合計 59,354千円

　流動負債 △21,846千円

　固定負債 △10,915千円

　負債合計 △32,761千円
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