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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成28年２月12日に提出した第66期第３四半期（自　平成27年10月１日　至　平成27年12月31日）四半期報告書の記

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65期

第３四半期
連結累計期間

第66期
第３四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 111,098 115,504 148,237

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 2,041 △1,616 1,819

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属す

る四半期純損失（△）

（百万円） 635 △6,334 122

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 936 △6,610 1,025

純資産額 （百万円） 89,830 81,083 89,918

総資産額 （百万円） 129,554 116,784 128,517

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失金

額（△）

（円） 9.70 △102.72 1.88

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 （％） 69.3 69.4 70.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △3,803 △759 7,641

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,614 △1,410 △3,692

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,792 △1,449 △2,785

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 45,567 51,686 55,744

 

         回次
 
 
 

第65期
第３四半期
連結会計期間

第66期
第３四半期
連結会計期間

         会計期間
 
 

自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は1

株当たり四半期純損失金額（△）
（円） 32.20 △1.31

 （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、消費税等を含んでおりません。

       ３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）等を適用し、第1四半期連結累計

期間より、「四半期（当期）純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又

は親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

       ４．四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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65期

第３四半期
連結累計期間

第66期
第３四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 111,098 115,504 148,237

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 2,041 △1,616 1,819

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属す

る四半期純損失（△）

（百万円） 635 △6,334 122

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 936 △6,610 1,025

純資産額 （百万円） 89,830 81,083 89,918

総資産額 （百万円） 129,554 116,784 128,517

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失金

額（△）

（円） 9.70 △102.72 1.88

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 （％） 69.3 69.4 70.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △3,803 △759 7,641

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,614 △1,410 △3,692

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,792 △1,449 △2,785

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 45,567 51,686 55,744

 

         回次
 
 
 

第65期
第３四半期
連結会計期間

第66期
第３四半期
連結会計期間

         会計期間
 
 

自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は1

株当たり四半期純損失金額（△）
（円） 32.20 △26.41

 （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、消費税等を含んでおりません。

       ３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）等を適用し、第1四半期連結累計

期間より、「四半期（当期）純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又

は親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

       ４．四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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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