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 （訂正）「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」 

記載内容の一部訂正について  

 

平成27年12月16日に開示いたしました「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関す

るお知らせ」について、記載内容の一部に訂正するべき箇所がございましたので、下記のとおり

お知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。  

 

記  

 

１．訂正箇所  

「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」の３．本日付で提出した

訂正決算短信等 

 

２．訂正内容  

日付が誤って記載されておりましたので訂正いたします。（訂正箇所に下線を付しております）  

 

【訂正前】 

３．本日付で提出した訂正決算短信等 

第56 期 （自 平成22 年4 月1 日 至 平成23 年3 月31 日） 

第57 期 （自 平成23 年4 月1 日 至 平成24 年3 月31 日） 

第58 期 （自 平成24 年4 月1 日 至 平成25 年3 月31 日） 

第59 期 （自 平成25 年4 月1 日 至 平成26 年3 月31 日） 

第60 期 （自 平成26 年4 月1 日 至 平成27 年3 月31 日） 

第56 期第2 四半期 （自 平成23 年7 月1 日 至 平成23 年9 月30 日） 

第56 期第3 四半期 （自 平成23 年10 月1 日 至 平成23 年12 月31 日） 

第57 期第1 四半期 （自 平成24 年4 月1 日 至 平成24 年6 月30 日） 

第57 期第2 四半期 （自 平成24 年7 月1 日 至 平成24 年9 月30 日） 

第57 期第3 四半期 （自 平成24 年10 月1 日 至 平成24 年12 月31 日） 

第58 期第1 四半期 （自 平成25 年4 月1 日 至 平成25 年6 月30 日） 

第58 期第2 四半期 （自 平成25 年7 月1 日 至 平成25 年9 月30 日） 

第58 期第3 四半期 （自 平成25 年10 月1 日 至 平成25 年12 月31 日） 



第59 期第1 四半期 （自 平成26 年4 月1 日 至 平成26 年6 月30 日） 

第59 期第2 四半期 （自 平成26 年7 月1 日 至 平成26 年9 月30 日） 

第59 期第3 四半期 （自 平成26 年10 月1 日 至 平成26 年12 月31 日） 

第60 期第1 四半期 （自 平成26 年4 月1 日 至 平成26 年6 月30 日） 

第60 期第2 四半期 （自 平成26 年7 月1 日 至 平成26 年9 月30 日） 

第60 期第3 四半期 （自 平成26 年10 月1 日 至 平成26 年12 月31 日） 

第61 期第1 四半期 （自 平成27 年4 月1 日 至 平成27 年6 月30 日） 

 

【訂正後】 

３．本日付で提出した訂正決算短信等 

第56 期 （自 平成22 年4 月1 日 至 平成23 年3 月31 日） 

第57 期 （自 平成23 年4 月1 日 至 平成24 年3 月31 日） 

第58 期 （自 平成24 年4 月1 日 至 平成25 年3 月31 日） 

第59 期 （自 平成25 年4 月1 日 至 平成26 年3 月31 日） 

第60 期 （自 平成26 年4 月1 日 至 平成27 年3 月31 日） 

第56 期第2 四半期 （自 平成22 年7 月1 日 至 平成22 年9 月30 日） 

第56 期第3 四半期 （自 平成22 年10 月1 日 至 平成22 年12 月31 日） 

第57 期第1 四半期 （自 平成23 年4 月1 日 至 平成23 年6 月30 日） 

第57 期第2 四半期 （自 平成23 年7 月1 日 至 平成23 年9 月30 日） 

第57 期第3 四半期 （自 平成23 年10 月1 日 至 平成23 年12 月31 日） 

第58 期第1 四半期 （自 平成24 年4 月1 日 至 平成24 年6 月30 日） 

第58 期第2 四半期 （自 平成24 年7 月1 日 至 平成24 年9 月30 日） 

第58 期第3 四半期 （自 平成24 年10 月1 日 至 平成24 年12 月31 日） 

第59 期第1 四半期 （自 平成25 年4 月1 日 至 平成25 年6 月30 日） 

第59 期第2 四半期 （自 平成25 年7 月1 日 至 平成25 年9 月30 日） 

第59 期第3 四半期 （自 平成25 年10 月1 日 至 平成25 年12 月31 日） 

第60 期第1 四半期 （自 平成26 年4 月1 日 至 平成26 年6 月30 日） 

第60 期第2 四半期 （自 平成26 年7 月1 日 至 平成26 年9 月30 日） 

第60 期第3 四半期 （自 平成26 年10 月1 日 至 平成26 年12 月31 日） 

第61 期第1 四半期 （自 平成27 年4 月1 日 至 平成27 年6 月30 日） 

 

以  上 


