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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2018年12月20日に提出いたしました第22期（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）の有価証券報告書の記載事

項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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す。

なお、本訂正報告書における訂正事項は、当連結会計年度における連結株主資本等変動計算書及び株主資本等変動計算

書の変動事由において誤って新株の発行（新株予約権の行使）として記載した事由を、新株の発行（新株予約権の行

使）と新株の発行（譲渡制限付株式の発行）とに分けて記載するための訂正です。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

③　連結株主資本等変動計算書

 

２　財務諸表等

(1）財務諸表

③　株主資本等変動計算書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しています。
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第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

③【連結株主資本等変動計算書】

　　（訂正前）

当連結会計年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
 

     (単位:百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,032 5,934 76,038 △3,102 82,902

当期変動額      

新株の発行（新株予約権の
行使）

62 62   124

剰余金の配当   △4,520  △4,520

親会社株主に帰属する当期
純利益   31,806  31,806

自己株式の取得    △3,000 △3,000

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動  △1,514   △1,514

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 62 △1,452 27,286 △3,000 22,895

当期末残高 4,094 4,481 103,324 △6,102 105,798

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 8 60 68 408 － 83,379

当期変動額       

新株の発行（新株予約権の
行使）

     124

剰余金の配当      △4,520

親会社株主に帰属する当期
純利益      31,806

自己株式の取得      △3,000

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動      △1,514

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

7 282 289 △20 6,941 7,211

当期変動額合計 7 282 289 △20 6,941 30,107

当期末残高 15 342 358 388 6,941 113,486
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　　（訂正後）

当連結会計年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
 

     (単位:百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,032 5,934 76,038 △3,102 82,902

当期変動額      

新株の発行（新株予約権の
行使）

32 32   65

新株の発行（譲渡制限付株
式の発行）

29 29   58

剰余金の配当   △4,520  △4,520

親会社株主に帰属する当期
純利益   31,806  31,806

自己株式の取得    △3,000 △3,000

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動  △1,514   △1,514

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 62 △1,452 27,286 △3,000 22,895

当期末残高 4,094 4,481 103,324 △6,102 105,798

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 8 60 68 408 － 83,379

当期変動額       

新株の発行（新株予約権の
行使）

     65

新株の発行（譲渡制限付株
式の発行）

     58

剰余金の配当      △4,520

親会社株主に帰属する当期
純利益      31,806

自己株式の取得      △3,000

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動      △1,514

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

7 282 289 △20 6,941 7,211

当期変動額合計 7 282 289 △20 6,941 30,107

当期末残高 15 342 358 388 6,941 113,486
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

③【株主資本等変動計算書】

　　（訂正前）

当事業年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
 

       (単位:百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,032 3,815 2,118 5,934 35 11,113 11,148 △3,102 18,012

当期変動額          

新株の発行（新株予約
権の行使）

62 62  62     124

剰余金の配当      △4,520 △4,520  △4,520

当期純利益      15,209 15,209  15,209

自己株式の取得        △3,000 △3,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

         

当期変動額合計 62 62 － 62 － 10,688 10,688 △3,000 7,813

当期末残高 4,094 3,877 2,118 5,996 35 21,801 21,837 △6,102 25,825

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 8 8 408 18,429

当期変動額     

新株の発行（新株予約
権の行使）

   124

剰余金の配当    △4,520

当期純利益    15,209

自己株式の取得    △3,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

7 7 △20 △13

当期変動額合計 7 7 △20 7,800

当期末残高 15 15 388 26,229
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　　（訂正後）

当事業年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
 

       (単位:百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,032 3,815 2,118 5,934 35 11,113 11,148 △3,102 18,012

当期変動額          

新株の発行（新株予約
権の行使）

32 32  32     65

新株の発行（譲渡制限
付株式の発行）

29 29  29     58

剰余金の配当      △4,520 △4,520  △4,520

当期純利益      15,209 15,209  15,209

自己株式の取得        △3,000 △3,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

         

当期変動額合計 62 62 － 62 － 10,688 10,688 △3,000 7,813

当期末残高 4,094 3,877 2,118 5,996 35 21,801 21,837 △6,102 25,825

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 8 8 408 18,429

当期変動額     

新株の発行（新株予約
権の行使）

   65

新株の発行（譲渡制限
付株式の発行）

   58

剰余金の配当    △4,520

当期純利益    15,209

自己株式の取得    △3,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

7 7 △20 △13

当期変動額合計 7 7 △20 7,800

当期末残高 15 15 388 26,229
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