
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年２月10日

【会社名】 ネクストウェア株式会社

【英訳名】 Nextware Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　豊田 崇克

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号

【電話番号】 (06)6281－0304

【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員　　田 英樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番11号

【電話番号】 (06)6281－9866

【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員　　田 英樹

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権付社債及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当

第２回転換社債型新株予約権付社債　140,000,000円

第９回新株予約権証券　3,500,000円

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額　163,676,000円

(注)　新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び

当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約

権証券の発行価額総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年２月10日付で平成29年３月期第３四半期決算短信を公表したことに伴い、平成29年２月３日付で提出した

有価証券届出書につき、第27期第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)の業績の概要を

記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

　

第三部　追完情報

　

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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第三部 【追完情報】

 

３．最近の業績の概要

（訂正前）

第27期第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)の業績の概要については、平成29年２

月の公表時点において、訂正届出書の提出により記載する予定です。

 

（訂正後）

第27期第３四半期連結会計期間(自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日)及び第27期第３四半期連結累計期間

(自 平成28年4月１日 至 平成28年12月31日)に係る連結財務諸表は以下のとおりであります。

ただし、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを終了しておりませんので、

四半期レビュー報告書は受領しておりません。

なお、金額については千円未満について切り捨てて表示しております。
　
四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 505,825 508,378

  受取手形及び売掛金 582,756 360,113

  商品及び製品 4,951 5,148

  仕掛品 5,834 34,628

  原材料及び貯蔵品 691 567

  その他 78,332 78,764

  流動資産合計 1,178,391 987,600

 固定資産   

  有形固定資産 22,162 28,787

  無形固定資産   

   その他 76,135 80,156

   無形固定資産合計 76,135 80,156

  投資その他の資産 143,110 134,797

  固定資産合計 241,407 243,740

 資産合計 1,419,799 1,231,340

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 181,620 89,371

  短期借入金 208,000 178,000

  1年内返済予定の長期借入金 109,227 89,707

  未払法人税等 27,358 7,226

  その他 146,109 170,354

  流動負債合計 672,314 534,659

 固定負債   

  長期借入金 151,666 153,592

  退職給付に係る負債 21,379 21,455

  その他 1,028 -

  固定負債合計 174,073 175,048

 負債合計 846,388 709,707
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,159,127 1,159,127

  資本剰余金 225,724 225,724

  利益剰余金 △622,412 △671,943

  自己株式 △191,276 △191,276

  株主資本合計 571,163 521,632

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,247 -

  その他の包括利益累計額合計 2,247 -

 純資産合計 573,411 521,632

負債純資産合計 1,419,799 1,231,340
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(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

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 2,036,087 1,896,774

売上原価 1,516,707 1,406,525

売上総利益 519,379 490,248

販売費及び一般管理費 552,483 534,343

営業損失（△） △33,103 △44,094

営業外収益   

 受取利息 656 2,203

 受取配当金 1,190 177

 受取手数料 319 239

 補助金収入 4,547 -

 その他 368 771

 営業外収益合計 7,082 3,390

営業外費用   

 支払利息 6,944 5,595

 社債発行費償却 7,799 -

 その他 3,977 1,337

 営業外費用合計 18,721 6,932

経常損失（△） △44,743 △47,636

特別利益   

 投資有価証券売却益 26,922 4,369

 特別利益合計 26,922 4,369

特別損失   

 貸倒引当金繰入額 75 -

 特別損失合計 75 -

税金等調整前四半期純損失（△） △17,896 △43,266

法人税、住民税及び事業税 8,014 6,094

過年度法人税等 △123 △1,717

法人税等調整額 △2,733 1,886

法人税等合計 5,156 6,263

四半期純損失（△） △23,052 △49,530

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △23,052 △49,530
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純損失（△） △23,052 △49,530

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △16,135 △2,247

 その他の包括利益合計 △16,135 △2,247

四半期包括利益 △39,187 △51,778

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △39,187 △51,778
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