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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　2021年11月15日に提出いたしました第18期第２四半期（自　2021年７月１日　至　2021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】
表紙

四半期会計期間

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

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

注記事項

（１株当たり情報）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

【表紙】
 

【四半期会計期間】

　　（訂正前）

第16期第２四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）

 

　　（訂正後）

第18期第２四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）
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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
旧第17期

第２四半期連結
累計期間

第16期
第２四半期連結

累計期間
旧第17期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2021年４月１日
至2021年９月30日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （千円） 1,701,315 2,801,096 4,429,199

経常損失 （千円） △1,376,350 △288,010 △2,089,610

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失
（千円） △1,376,089 △416,984 △2,316,088

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △1,373,695 △417,856 △2,313,164

純資産額 （千円） △325,570 △158,729 △399,514

総資産額 （千円） 5,456,394 5,033,946 5,067,761

１株当たり四半期（当期）純損失 （円） △130.88 △22.46 △202.70

潜在株式調整後１株当たり　　　

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） △6.0 △3.2 △7.9

営業活動による　　　　　　　　

キャッシュ・フロー
（千円） △1,151,602 △102,266 △1,514,658

投資活動による　　　　　　　　

キャッシュ・フロー
（千円） △283,202 △211,812 △447,294

財務活動による　　　　　　　　

キャッシュ・フロー
（千円） 1,178,411 551,653 1,483,643

現金及び現金同等物の　　　　　

四半期末（期末）残高
（千円） 784,473 800,130 562,556

 

回次
旧第17期

第２四半期連結
会計期間

第16期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自2020年７月１日
至2020年９月30日

自2021年７月１日
至2021年９月30日

１株当たり四半期純損失 （円） △52.72 △6.78

　（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．当社は、旧第13期第１四半期連結会計期間（2016年５月23日）より「株式給付信託（従業員持株会処分

型）」を導入し、当該信託に係る信託口が保有する当社株式については、自己株式として計上し、１株当た

り四半期（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上、当該株式数を控除

する自己株式に含めて普通株式の期中平均株式数を算定しておりましたが、第１四半期連結会計期間におき

まして信託契約が終了となり、当該自己株式を処分したため、2021年９月末時点におきまして当該自己株式

はすべて消滅しております。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半

期（当期）純損失であるため、記載しておりません。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期

連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等になっておりま

す。
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５．当社は、今期より当社の主要事業である結婚相談所「パートナーエージェント」事業を開始した2006年９月

15日を当社事業の開始年として算出することとし、これまでの会計期間を改め今期は第16期となります。

 

　　（訂正後）

回次
第17期

第２四半期連結
累計期間

第18期
第２四半期連結

累計期間
第17期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2021年４月１日
至2021年９月30日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （千円） 1,701,315 2,801,096 4,429,199

経常損失 （千円） △1,376,350 △288,010 △2,089,610

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失
（千円） △1,376,089 △416,984 △2,316,088

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △1,373,695 △417,856 △2,313,164

純資産額 （千円） △325,570 △158,729 △399,514

総資産額 （千円） 5,456,394 5,033,946 5,067,761

１株当たり四半期（当期）純損失 （円） △130.88 △22.46 △202.70

潜在株式調整後１株当たり　　　

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） △6.0 △3.2 △7.9

営業活動による　　　　　　　　

キャッシュ・フロー
（千円） △1,151,602 △102,266 △1,514,658

投資活動による　　　　　　　　

キャッシュ・フロー
（千円） △283,202 △211,812 △447,294

財務活動による　　　　　　　　

キャッシュ・フロー
（千円） 1,178,411 551,653 1,483,643

現金及び現金同等物の　　　　　

四半期末（期末）残高
（千円） 784,473 800,130 562,556

 

回次
第17期

第２四半期連結
会計期間

第18期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自2020年７月１日
至2020年９月30日

自2021年７月１日
至2021年９月30日

１株当たり四半期純損失 （円） △52.72 △6.78

　（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．当社は、第13期第１四半期連結会計期間（2016年５月23日）より「株式給付信託（従業員持株会処分型）」

を導入し、当該信託に係る信託口が保有する当社株式については、自己株式として計上し、１株当たり四半

期（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上、当該株式数を控除する自

己株式に含めて普通株式の期中平均株式数を算定しておりましたが、第１四半期連結会計期間におきまして

信託契約が終了となり、当該自己株式を処分したため、2021年９月末時点におきまして当該自己株式はすべ

て消滅しております。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半

期（当期）純損失であるため、記載しておりません。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期

連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等になっておりま

す。
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第４【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

【注記事項】

（１株当たり情報）

　　（訂正前）

＜前略＞

（注）１．当社は、旧第13期第１四半期連結会計期間（2016年５月23日）より「株式給付信託（従業員持株会処分

型）」を導入し、当該信託に係る信託口が保有する当社株式については、自己株式として計上し、１株当た

り四半期（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上、当該株式数を控除

する自己株式に含めて普通株式の期中平均株式数を算定しておりましたが、第１四半期連結会計期間におき

まして信託契約が終了となり、当該自己株式を処分したため、2021年９月末時点におきまして当該自己株式

はすべて消滅しております。（前第２四半期連結累計期間210,820株）

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため、記載しておりません。

 

　　（訂正後）

＜前略＞

（注）１．当社は、第13期第１四半期連結会計期間（2016年５月23日）より「株式給付信託（従業員持株会処分型）」

を導入し、当該信託に係る信託口が保有する当社株式については、自己株式として計上し、１株当たり四半

期（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上、当該株式数を控除する自

己株式に含めて普通株式の期中平均株式数を算定しておりましたが、第１四半期連結会計期間におきまして

信託契約が終了となり、当該自己株式を処分したため、2021年９月末時点におきまして当該自己株式はすべ

て消滅しております。（前第２四半期連結累計期間210,820株）

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため、記載しておりません。

 

EDINET提出書類

タメニー株式会社(E31855)

訂正四半期報告書

5/5


	表紙
	本文
	１四半期報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	表紙
	四半期会計期間
	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
	第４経理の状況

	１四半期連結財務諸表
	注記事項


