
   

平成28年11月４日 

各  位 

会 社 名 株式会社ファインデックス 

代表者名 代表取締役社長 相原 輝夫 

（ コード番号：3649 ） 

問合せ先 取締役管理部長 藤田  篤  

（ TEL．089-947-3388 ） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成28年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 

 

平成28年10月27日に公表致しました「平成28年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」につい

て、一部訂正がありましたので下記の通りお知らせします。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します。 

 

記 
１．訂正の理由 

平成28年10月27日に公表致しました「平成28年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」につい

て、販売費及び一般管理費の支払手数料に計上しておりました自己株式の取得に係る費用を、営業外費用の自

己株式取得費用として計上することが適切であるとして、会計監査人と協議の上訂正することと致しました。 

 

２．開示事項の訂正箇所 

下線＿は訂正箇所であります。 

 

以 上 

【訂正前】 

サマリー情報 

１．平成28年12月期第３四半期の業績（平成28年１月１日～平成28年９月30日） 

（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年12月期第３四半期 2,244 32.2 364 291.6 365 291.0 250 364.9 

27年12月期第３四半期 1,697 △19.4 93 △87.9 93 △87.9 53 △88.7 

 

【訂正後】 

サマリー情報 

１．平成28年12月期第３四半期の業績（平成28年１月１日～平成28年９月30日） 

（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

28年12月期第３四半期 2,244 32.2 364 292.2 365 291.0 250 364.9 

27年12月期第３四半期 1,697 △19.4 93 △87.9 93 △87.9 53 △88.7 

 



【訂正前】 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,244,072千円（前年同期比32.2％増）、うち放射線部門システムの導入

に係る売上高は246,523千円となりました。また、営業利益は364,232千円（同291.6％増）、経常利益は365,001千円（同

291.0％増）、四半期純利益は250,411千円（同364.9％増）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 

（１）経営成績に関する説明 

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,244,072千円（前年同期比32.2％増）、うち放射線部門システムの導入

に係る売上高は246,523千円となりました。また、営業利益は364,795千円（同292.2％増）、経常利益は365,001千円（同

291.0％増）、四半期純利益は250,411千円（同364.9％増）となりました。 

 



【訂正前】 

３．四半期財務諸表 

（２）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

  （単位：千円） 

 

前第３四半期累計期間 
(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年９月30日) 

売上高 1,697,812 2,244,072 
売上原価 914,867 984,416 

売上総利益 782,944 1,259,655 

販売費及び一般管理費 689,942 895,423 

営業利益 93,001 364,232 

営業外収益   
受取利息 538 105 
受取配当金 152 - 
受取保険金 672 - 
未払配当金除斥益 - 500 
その他 540 574 

営業外収益合計 1,903 1,180 

営業外費用   
支払保証料 1,384 - 
株式交付費 160 160 
為替差損 - 251 

営業外費用合計 1,544 411 

経常利益 93,360 365,001 

特別損失   
減損損失 5,307 - 

税引前四半期純利益 88,053 365,001 

法人税、住民税及び事業税 1,640 107,965 
法人税等調整額 32,547 6,625 

法人税等合計 34,187 114,590 

四半期純利益 53,865 250,411 



【訂正後】 

３．四半期財務諸表 

（２）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

  （単位：千円） 

 

前第３四半期累計期間 
(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年９月30日) 

売上高 1,697,812 2,244,072 
売上原価 914,867 984,416 

売上総利益 782,944 1,259,655 

販売費及び一般管理費 689,942 894,860 

営業利益 93,001 364,795 

営業外収益   
受取利息 538 105 
受取配当金 152 - 
受取保険金 672 - 
未払配当金除斥益 - 500 
その他 540 574 

営業外収益合計 1,903 1,180 

営業外費用   
支払保証料 1,384 - 
株式交付費 160 160 
為替差損 - 251 
自己株式取得費用 - 563 

営業外費用合計 1,544 974 

経常利益 93,360 365,001 

特別損失   
減損損失 5,307 - 

税引前四半期純利益 88,053 365,001 

法人税、住民税及び事業税 1,640 107,965 
法人税等調整額 32,547 6,625 

法人税等合計 34,187 114,590 

四半期純利益 53,865 250,411 



【訂正前】 

４．補足情報 

（１）経営管理上重要な指標の推移 

  
第31期 

第３四半期累計期間 

第32期 

第３四半期累計期間 
第31期 

営業利益 （千円） 93,001 364,232 670,293 

 

【訂正後】 

４．補足情報 

（１）経営管理上重要な指標の推移 

  
第31期 

第３四半期累計期間 

第32期 

第３四半期累計期間 
第31期 

営業利益 （千円） 93,001 364,795 670,293 

 


