
      

 平成 25 年 11 月 27 日 

各 位 

会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 小 森 伸 昭

（コード番号：8715 東証マザーズ）

問合せ先 取締役経営企画部長 須 田 一 夫

（ TEL. 03-5348-3911 ）

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 26 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

   
平成25年８月６日に発表した「平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の

記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データに

も訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。なお、訂正箇所は下線で表示

しております。 

 

記 

 
訂正理由 

平成25年11月27日に発表した「新株予約権の年間行使限度額を超過した行使により発行された

当社株式に係る無効処理の完了および役員の処分に関するお知らせ」に記載のとおり、発行済株

式総数を訂正したため、貸借対照表の負債の部、および純資産の部を一部訂正いたします。 

なお、負債及び純資産の部合計および損益計算書に影響はございません。 

 

以 上 



 

平成 26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年８月６日

上 場 会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社 上場取引所 東証マザーズ 

コ ー ド 番 号 8715 ＵＲＬ http://www.anicom.co.jp/ 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小森 伸昭 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画部長 (氏名) 須田 一夫 (TEL)（03）5348-3911

四半期報告書提出予定日 平成25年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 
（１）連結経営成績（累計）                                                  （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 経常収益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年 ３月期第１四半期 4,394 14.2 113 △51.0 68 △63.0
25年 ３月期第１四半期 3,846 20.2 231 － 183 －

（注） 包括利益    26年 ３月期第１四半期 △23百万円（－％） 25年 ３月期第１四半期 186百万円（－％） 

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益

 円   銭 円   銭

26年 ３月期第１四半期 3.96 3.65
25年 ３月期第１四半期 11.03 10.26

 

（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26年 ３月期第１四半期 17,229 7,806 45.3 
25年 ３月期 16,872 7,805 46.3 

（参考）自己資本    26年 ３月期第１四半期 7,806百万円       25年 ３月期 7,805百万円 

 
２．配当の状況 

 
年間配当金    

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計    

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭   
25年 ３月期 － 0.00 － 0.00 0.00   
26年 ３月期 －    

26年 ３月期(予想)  0.00 － 0.00 0.00   

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭

第２四半期(累計) 8,653 9.0 417 △16.3 263 △32.6 15.33
通  期 18,136 12.1 1,010 20.7 637 △0.5 37.12

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 

（訂正前）



 

※ 注記事項  
 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：無 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 
 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 

② ①以外の会計方針の変更 ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：無 

④ 修正再表示 ：無 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 17,225,600株 25年３月期 17,168,800株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 610株 25年３月期 610株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 17,195,284株 25年３月期１Ｑ 16,674,150株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
   この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
     本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ

ると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご
利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]Ｐ．２「連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご参照ください。 

 

（訂正前）



 

平成 26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年８月６日

上 場 会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社 上場取引所 東証マザーズ 

コ ー ド 番 号 8715 ＵＲＬ http://www.anicom.co.jp/ 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小森 伸昭 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画部長 (氏名) 須田 一夫 (TEL)（03）5348-3911

四半期報告書提出予定日 平成25年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 
（１）連結経営成績（累計）                                                  （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 経常収益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年 ３月期第１四半期 4,394 14.2 113 △51.0 68 △63.0
25年 ３月期第１四半期 3,846 20.2 231 － 183 －

（注） 包括利益    26年 ３月期第１四半期 △23百万円（－％） 25年 ３月期第１四半期 186百万円（－％） 

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益

 円   銭 円   銭

26年 ３月期第１四半期 3.96 3.65
25年 ３月期第１四半期 11.03 10.26

 

（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26年 ３月期第１四半期 17,229 7,800 45.3 
25年 ３月期 16,872 7,805 46.3 

（参考）自己資本    26年 ３月期第１四半期 7,800百万円       25年 ３月期 7,805百万円 

 
２．配当の状況 

 
年間配当金    

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計    

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭   
25年 ３月期 － 0.00 － 0.00 0.00   
26年 ３月期 －    

26年 ３月期(予想)  0.00 － 0.00 0.00   

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 経常収益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭

第２四半期(累計) 8,653 9.0 417 △16.3 263 △32.6 15.33
通  期 18,136 12.1 1,010 20.7 637 △0.5 37.12

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 

（訂正後）



 

※ 注記事項  
 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：無 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 
 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 

② ①以外の会計方針の変更 ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：無 

④ 修正再表示 ：無 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 17,196,800株 25年３月期 17,168,800株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 610株 25年３月期 610株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 17,181,992株 25年３月期１Ｑ 16,674,150株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
   この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
     本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ

ると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご
利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]Ｐ．２「連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご参照ください。 

 

（訂正後）



－ 1 － 

（訂正前） 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

 （２）財政状態に関する説明 

①貸借対照表の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、17,229百万円（前連結会計年度末と比べ356百万円増）となりま

した。主な要因は、アニコム損保の営業活動により得られた資金（保険料収入）の増加に伴い、有価証券が274

百万円増加したためであります。 

 負債合計は、9,423百万円（同356百万円増）となりました。主な要因は、正味収入保険料の増加に伴い、保険

契約準備金が369百万円増加したためであります。 

 純資産合計は、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益計上等により、7,806百万円（同0百万円増）となり

ました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、485百万円の収入（前第１四半期

連結累計期間と比べ114百万円増）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が112百万円となった

ほか、支払備金が232百万円、責任準備金が136百万円それぞれ増加したためであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、982百万円の支出（前第１四半期連結累計期間は1,054百万円の収入）

となりました。主な要因は、有価証券の売却・償還により5,105百万円の収入となる一方、有価証券の取得によ

り5,576百万円の支出となったためであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、23百万円の収入（前第１四半期連結累計期間と比べ12百万円増）とな

りました。主な要因は、新株予約権の行使による株式発行により24百万円の収入となったためであります。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、810百万円（前連結会計年度末と

比べ472百万円減）となりました。 

  

 

（訂正後） 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

 （２）財政状態に関する説明 

①貸借対照表の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、17,229百万円（前連結会計年度末と比べ356百万円増）となりま

した。主な要因は、アニコム損保の営業活動により得られた資金（保険料収入）の増加に伴い、有価証券が274

百万円増加したためであります。 

 負債合計は、9,428百万円（同361百万円増）となりました。主な要因は、正味収入保険料の増加に伴い、保険

契約準備金が369百万円増加したためであります。 

 純資産合計は、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益計上等により、7,800百万円（同5百万円減）となり

ました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、485百万円の収入（前第１四半期

連結累計期間と比べ114百万円増）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が112百万円となった

ほか、支払備金が232百万円、責任準備金が136百万円それぞれ増加したためであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、982百万円の支出（前第１四半期連結累計期間は1,054百万円の収入）

となりました。主な要因は、有価証券の売却・償還により5,105百万円の収入となる一方、有価証券の取得によ

り5,576百万円の支出となったためであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、23百万円の収入（前第１四半期連結累計期間と比べ12百万円増）とな

りました。主な要因は、新株予約権の行使による株式発行により18百万円の収入となったためであります。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、810百万円（前連結会計年度末と

比べ472百万円減）となりました。 

アニコム ホールディングス（株） （8715） 　平成26年３月期　第１四半期決算短信



－ 2 － 

（訂正前） 

 

２．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

      前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

資産の部 
  現金及び預貯金 4,986 5,013
  有価証券 9,272 9,546
  有形固定資産 86 92
  無形固定資産 373 369
  その他資産 1,940 1,994
  繰延税金資産 219 221
  貸倒引当金 △7 △9
  資産の部合計 16,872 17,229

負債の部 
  保険契約準備金 7,702 8,072
    支払備金 1,142 1,374
    責任準備金 6,560 6,697
  その他負債 1,292 1,309
  賞与引当金 69 38
  特別法上の準備金 2 3
    価格変動準備金 2 3
  負債の部合計 9,067 9,423

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 4,238 4,250
    資本剰余金 4,128 4,140
    利益剰余金 △571 △503
    自己株式 △0 △0
    株主資本合計 7,795 7,888
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 9 △81
    その他の包括利益累計額合計 9 △81
  純資産の部合計 7,805 7,806

負債及び純資産の部合計 16,872 17,229
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－ 3 － 

（訂正後） 

 

２．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

      前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

資産の部 
  現金及び預貯金 4,986 5,013
  有価証券 9,272 9,546
  有形固定資産 86 92
  無形固定資産 373 369
  その他資産 1,940 1,994
  繰延税金資産 219 221
  貸倒引当金 △7 △9
  資産の部合計 16,872 17,229

負債の部 
  保険契約準備金 7,702 8,072
    支払備金 1,142 1,374
    責任準備金 6,560 6,697
  その他負債 1,292 1,315
  賞与引当金 69 38
  特別法上の準備金 2 3
    価格変動準備金 2 3
  負債の部合計 9,067 9,428

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 4,238 4,250
    資本剰余金 4,128 4,140
    利益剰余金 △571 △508
    自己株式 △0 △0
    株主資本合計 7,795 7,882
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 9 △81
    その他の包括利益累計額合計 9 △81
  純資産の部合計 7,805 7,800

負債及び純資産の部合計 16,872 17,229
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－ 4 － 

（訂正前） 

 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

    
前第１四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  税金等調整前四半期純利益 231 112
  減価償却費 22 19
  支払備金の増減額（△は減少） 35 232
  責任準備金の増減額（△は減少） 65 136
  貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2
  賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △31
  価格変動準備金の増減額（△は減少） 0 0
  利息及び配当金収入 △31 △4
  有価証券関係損益（△は益） △7 △12
  支払利息 0 0
  有形固定資産関係損益（△は益） － 0

  その他資産（除く投資活動関連、財務活動関

連）の増減額（△は増加） 
10 21

  その他負債（除く投資活動関連、財務活動関

連）の増減額（△は減少） 
81 49

  小計 383 529
  利息及び配当金の受取額 13 6
  利息の支払額 △0 △0
  法人税等の支払額 △24 △49
  営業活動によるキャッシュ・フロー 371 485

投資活動によるキャッシュ・フロー 
  預貯金の純増減額（△は増加） 800 △500
  有価証券の取得による支出 △2,830 △5,576
  有価証券の売却・償還による収入 3,116 5,105
  資産運用活動計 1,085 △970
  営業活動及び資産運用活動計 1,457 △485
  有形固定資産の取得による支出 △19 △0
  その他 △11 △11
  投資活動によるキャッシュ・フロー 1,054 △982

財務活動によるキャッシュ・フロー 
  株式の発行による収入 12 24
  リース債務の返済による支出 △0 △0
  財務活動によるキャッシュ・フロー 11 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,437 △472

現金及び現金同等物の期首残高 1,543 1,283

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,981 810
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－ 5 － 

（訂正後） 

 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

    
前第１四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  税金等調整前四半期純利益 231 112
  減価償却費 22 19
  支払備金の増減額（△は減少） 35 232
  責任準備金の増減額（△は減少） 65 136
  貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2
  賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △31
  価格変動準備金の増減額（△は減少） 0 0
  利息及び配当金収入 △31 △4
  有価証券関係損益（△は益） △7 △12
  支払利息 0 0
  有形固定資産関係損益（△は益） － 0

  その他資産（除く投資活動関連、財務活動関

連）の増減額（△は増加） 
10 21

  その他負債（除く投資活動関連、財務活動関

連）の増減額（△は減少） 
81 49

  小計 383 529
  利息及び配当金の受取額 13 6
  利息の支払額 △0 △0
  法人税等の支払額 △24 △49
  営業活動によるキャッシュ・フロー 371 485

投資活動によるキャッシュ・フロー 
  預貯金の純増減額（△は増加） 800 △500
  有価証券の取得による支出 △2,830 △5,576
  有価証券の売却・償還による収入 3,116 5,105
  資産運用活動計 1,085 △970
  営業活動及び資産運用活動計 1,457 △485
  有形固定資産の取得による支出 △19 △0
  その他 △11 △11
  投資活動によるキャッシュ・フロー 1,054 △982

財務活動によるキャッシュ・フロー 
  株式の発行による収入 12 18
  リース債務の返済による支出 △0 △0
  その他 － 5
  財務活動によるキャッシュ・フロー 11 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,437 △472

現金及び現金同等物の期首残高 1,543 1,283

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,981 810
    

  

 

アニコム ホールディングス（株） （8715） 　平成26年３月期　第１四半期決算短信


	★1Q短信訂正表紙.pdf
	★1Q短信訂正全文
	1Q短信サマリ _訂正前1st_.pdf
	1Q短信サマリ _訂正後1st_
	1Q短信本文（訂正1st）




