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（訂正・数値データ訂正）「平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の一部訂正に関するお知らせ 
 

 

  平成30年５月14日に公表いたしました「平成30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の記載内容について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

訂正箇所には下線を付して表示しております。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。 

 

記 

 
１．訂正理由 
 平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）の提出後に、新株予約権の処理方法に誤りが

判明しましたので、これを訂正いたします。 
  
２．訂正の内容 
 訂正箇所には下線を付して表示しております。 
  
 

＜サマリー情報＞ 
１．平成 30 年３月期の連結業績（平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日） 
【訂正前】 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）
 

 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 

当 期 純 利 益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
30年３月期 7,971 25.2 208 △25.2 179 △38.8 122 △46.8 
29年３月期 6,366 26.1 279 △6.0 293 5.7 229 69.5 

 

（注）包括利益 30年３月期 111 百万円 （△55.1％） 29年３月期 247百万円 （173.7％）

 １株当たり 
当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
30年３月期 13 73 13 71 6.3 4.1 2.6 
29年３月期 25 83 25 68 13.0 7.8 4.4 

 



 

(2) 連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 
30年３月期 4,843 2,033 41.5 226 29 
29年３月期 3,891 1,898 48.6 213 02 

 

（参考）自己資本 30年３月期 2,010百万円 29年３月期 1,892百万円 
 

【訂正後】 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）
 

 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属す

る当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
30年３月期 7,971 25.2 208 △25.2 179 △38.8 125 △45.4 
29年３月期 6,366 26.1 279 △6.0 293 5.7 229 69.5 

 

（注）包括利益 30年３月期 114 百万円 （△53.8％） 29年３月期 247百万円 （173.7％）

 １株当たり 
当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり当期純利益  

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
30年３月期 14 09 14 07 6.4 4.1 2.6 
29年３月期 25 83 25 68 13.0 7.8 4.4 

 

 
(2) 連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 
30年３月期 4,843 2,033 41.6 226 65 
29年３月期 3,891 1,898 48.6 213 02 

 

（参考）自己資本 30年３月期 2,013百万円 29年３月期 1,892百万円 
 
３．平成 31 年３月期の連結業績予想（平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日） 
【訂正前】 
 （％表示は対前期増減率）
 

 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属 
する当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 
通期 10,000 25.5 260 24.4 246 37.2 172 41.0 19 35 

 
【訂正後】 
 （％表示は対前期増減率）
 

 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属 
する当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 
通期 10,000 25.5 260 24.4 246 37.2 172 37.4 19 35 

 



 

（参考）個別業績の概要 
平成 30 年３月期の個別業績（平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日） 
【訂正前】 
(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
30年３月期 155 21.0 △33 － 150 △7.0 171 △12.0 
29年３月期 128 9.1 △39 － 162 49.3 194 232.7 

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭 
30年３月期 19 27 19 24 

29年３月期 21 92 21 80 
 
(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 
30年３月期 2,957 1,823 61.5 204 62 
29年３月期 2,386 1,650 68.9 185 14 

 

（参考）自己資本 30年３月期 1,817百万円 29年３月期 1,644百万円 
 
【訂正後】 
(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
30年３月期 155 21.0 △33 － 150 △7.0 174 △10.4 
29年３月期 128 9.1 △39 － 162 49.3 194 232.7 

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭 
30年３月期 19 63 19 60 
29年３月期 21 92 21 80 

 
(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 
30年３月期 2,957 1,823 61.6 204 98 
29年３月期 2,386 1,650 68.9 185 14 

 

（参考）自己資本 30年３月期 1,821百万円 29年３月期 1,644百万円 
 



 

＜添付資料 2～4 ページ＞ 
１．経営成績等の概況 
【訂正前】 
（１）当期の経営成績の概況 

   （省略） 
この結果、当連結会計年度の業績は売上高7,971百万円（前年同期比25.2％増）、営業利益

208百万円（前年同期比25.2％減）、経常利益179百万円（前年同期比38.8％減）、親会社株

主に帰属する当期純利益122百万円（前年同期比46.8％減）となりました。 
    
（２）当期の財政状態の概況 

   （省略） 
（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は、2,033百万円となり、前連結会計年度末に比べ134
百万円増加しました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益122百万円を計上した

こと等によるものであります。 
この結果、自己資本比率は、41.5％となりました。 

    
（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

（省略） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は472百万円（前年同期比69.7％増）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益153百万円、減価償却費84百万円の計上があったものの、売

上債権の増加額が56百万円あったこと等によるものであります。 
 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成26年 
３月期 

平成27年 
３月期 

平成28年 
３月期 

平成29年 
３月期 

平成30年 
３月期 

自己資本比率（％） 48.2 44.1 45.4 48.6 41.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 198.9 228.2 192.0 155.3 84.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.2 4.2 6.2 3.4 2.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.2 11.6 8.0 16.5 31.8 
 
（４）今後の見通し 

（省略） 
次期の連結業績の見通しは、売上高10,000百万円（前年同期比25.5％増）、営業利益260

百万円（前年同期比24.4％増）、経常利益246百万円（前年同期比37.2％増）、親会社株主に

帰属する当期純利益172百万円（前年同期比41.0％増）を予想しております。 



 

【訂正後】 
（１）当期の経営成績の概況 

   （省略） 
この結果、当連結会計年度の業績は売上高7,971百万円（前年同期比25.2％増）、営業利益

208百万円（前年同期比25.2％減）、経常利益179百万円（前年同期比38.8％減）、親会社株

主に帰属する当期純利益125百万円（前年同期比45.4％減）となりました。 
 
（２）当期の財政状態の概況 

   （省略） 
（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は、2,033百万円となり、前連結会計年度末に比べ134
百万円増加しました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益125百万円を計上した

こと等によるものであります。 
この結果、自己資本比率は、41.6％となりました。 

    
（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

（省略） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は472百万円（前年同期比69.7％増）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益156百万円、減価償却費84百万円の計上があったものの、売

上債権の増加額が56百万円あったこと等によるものであります。 
 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成26年 
３月期 

平成27年 
３月期 

平成28年 
３月期 

平成29年 
３月期 

平成30年 
３月期 

自己資本比率（％） 48.2 44.1 45.4 48.6 41.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 198.9 228.2 192.0 155.3 84.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.2 4.2 6.2 3.4 2.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.2 11.6 8.0 16.5 31.8 
 
（４）今後の見通し 

（省略） 
次期の連結業績の見通しは、売上高10,000百万円（前年同期比25.5％増）、営業利益260

百万円（前年同期比24.4％増）、経常利益246百万円（前年同期比37.2％増）、親会社株主に

帰属する当期純利益172百万円（前年同期比37.4％増）を予想しております。 
 



 

＜添付資料 6 ページ＞ 
３．連結財務諸表及び主な注記 
（１）連結貸借対照表 

【訂正前】 
 (単位：千円)

 前連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   

資本金 1,582,416 1,582,416 
資本剰余金 270,961 106,207 
利益剰余金 68,359 361,683 
自己株式 △3,020 △3,062 
株主資本合計 1,918,716 2,047,245 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 4,641 3,009 
繰延ヘッジ損益 △33,049 △29,176 
為替換算調整勘定 2,279 △3,253 
退職給付に係る調整累計額 － △7,385 
その他の包括利益累計額合計 △26,129 △36,805 

新株予約権 5,415 5,415 
非支配株主持分 593 17,166 
純資産合計 1,898,595 2,033,021 

負債純資産合計 3,891,444 4,843,351 
 
【訂正後】 

 (単位：千円)

 前連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   

資本金 1,582,416 1,582,416 
資本剰余金 270,961 106,207 
利益剰余金 68,359 364,878 
自己株式 △3,020 △3,062 
株主資本合計 1,918,716 2,050,440 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 4,641 3,009 
繰延ヘッジ損益 △33,049 △29,176 
為替換算調整勘定 2,279 △3,253 
退職給付に係る調整累計額 － △7,385 
その他の包括利益累計額合計 △26,129 △36,805 

新株予約権 5,415 2,220 
非支配株主持分 593 17,166 
純資産合計 1,898,595 2,033,021 

負債純資産合計 3,891,444 4,843,351 



 

＜添付資料 7 ページ＞ 
３．連結財務諸表及び主な注記 
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

【訂正前】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 
売上高 6,366,301 7,971,402 
売上原価 4,352,369 5,779,662 
売上総利益 2,013,932 2,191,739 
販売費及び一般管理費 1,734,657 1,982,786 
営業利益 279,274 208,952 
営業外収益   

受取利息 715 2,314 
受取配当金 436 135 
有価証券評価益 － 244 
有価証券売却益 6,247 1,243 
受取手数料 16,712 21,018 
その他 10,836 4,970 
営業外収益合計 34,948 29,927 

営業外費用   
支払利息 16,937 15,596 
持分法による投資損失 3,431 36,290 
為替差損 － 7,158 
その他 733 543 
営業外費用合計 21,102 59,588 

経常利益 293,121 179,291 
特別利益   

投資有価証券売却益 32,354 8,421 
特別利益合計 32,354 8,421 

特別損失   
投資有価証券評価損 47,682 23,369 
関係会社株式売却損 － 3,693 
関係会社株式評価損 － 3,196 
事務所移転費用 － 3,952 
特別損失合計 47,682 34,211 

税金等調整前当期純利益 277,793 153,501 
法人税、住民税及び事業税 74,809 67,887 
法人税等調整額 △26,207 △36,321 
法人税等合計 48,601 31,566 
当期純利益 229,191 121,935 
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △35 △66 
親会社株主に帰属する当期純利益 229,226 122,001 

 



 

【訂正後】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 
売上高 6,366,301 7,971,402 
売上原価 4,352,369 5,779,662 
売上総利益 2,013,932 2,191,739 
販売費及び一般管理費 1,734,657 1,982,786 
営業利益 279,274 208,952 
営業外収益   

受取利息 715 2,314 
受取配当金 436 135 
有価証券評価益 － 244 
有価証券売却益 6,247 1,243 
受取手数料 16,712 21,018 
その他 10,836 4,970 
営業外収益合計 34,948 29,927 

営業外費用   
支払利息 16,937 15,596 
持分法による投資損失 3,431 36,290 
為替差損 － 7,158 
その他 733 543 
営業外費用合計 21,102 59,588 

経常利益 293,121 179,291 
特別利益   

投資有価証券売却益 32,354 8,421 
その他 － 3,195 
特別利益合計 32,354 11,616 

特別損失   
投資有価証券評価損 47,682 23,369 
関係会社株式売却損 － 3,693 
関係会社株式評価損 － 3,196 
事務所移転費用 － 3,952 
特別損失合計 47,682 34,211 

税金等調整前当期純利益 277,793 156,696 
法人税、住民税及び事業税 74,809 67,887 
法人税等調整額 △26,207 △36,321 
法人税等合計 48,601 31,566 
当期純利益 229,191 125,130 
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △35 △66 
親会社株主に帰属する当期純利益 229,226 125,196 

 
 
 
 



 

＜添付資料 8 ページ＞ 
３．連結財務諸表及び主な注記 
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結包括利益計算書） 

【訂正前】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 
当期純利益 229,191 121,935 
その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,641 △1,632 
繰延ヘッジ損益 11,750 3,873 
為替換算調整勘定 2,279 △5,532 
退職給付に係る調整額 － △7,385 
その他の包括利益合計 18,671 △10,676 

包括利益 247,862 111,258 
（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 247,898 111,325 
非支配株主に係る包括利益 △35 △66 

 
【訂正後】 

 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 
当期純利益 229,191 125,130 
その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,641 △1,632 
繰延ヘッジ損益 11,750 3,873 
為替換算調整勘定 2,279 △5,532 
退職給付に係る調整額 － △7,385 
その他の包括利益合計 18,671 △10,676 

包括利益 247,862 114,453 
（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 247,898 114,520 
非支配株主に係る包括利益 △35 △66 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） 
【訂正前】 

 (単位：千円)

 株主資本 
 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,582,416 270,961 68,359 △3,020 1,918,716 
当期変動額      

欠損填補  △173,267 173,267  － 
親会社株主に帰属する

当期純利益   122,001  122,001 

連結子会社の増資によ

る持分の増減  453   453 

連結子会社株式の売却

による持分の増減  8,060   8,060 

連結範囲の変動   △1,945  △1,945 

自己株式の取得    △41 △41 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）      

当期変動額合計 － △164,753 293,324 △41 128,529 
当期末残高 1,582,416 106,207 361,683 △3,062 2,047,245 

   
 その他の包括利益累計額 

新株予約権 非支配株主

持分 純資産合計 
 

その他有価証

券評価差額金 
繰延ヘッジ 

損益 
為替換算調

整勘定 
退職給付に係

る調整累計額 

その他の包括

利益累計額 
合計 

当期首残高 4,641 △33,049 2,279 － △26,129 5,415 593 1,898,595 
当期変動額         
欠損填補        － 
親会社株主に帰属する

当期純利益        122,001 

連結子会社の増資によ

る持分の増減        453 

連結子会社株式の売却

による持分の増減        8,060 

連結範囲の変動        △1,945 

自己株式の取得        △41 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） △1,632 3,873 △5,532 △7,385 △10,676 － 16,573 5,896 

当期変動額合計 △1,632 3,873 △5,532 △7,385 △10,676 － 16,573 134,425 
当期末残高 3,009 △29,176 △3,253 △7,385 △36,805 5,415 17,166 2,033,021 



 

【訂正後】 
 (単位：千円)

 株主資本 
 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,582,416 270,961 68,359 △3,020 1,918,716 
当期変動額      

欠損填補  △173,267 173,267  － 
親会社株主に帰属する

当期純利益   125,196  125,196 

連結子会社の増資によ

る持分の増減  453   453 

連結子会社株式の売却

による持分の増減  8,060   8,060 

連結範囲の変動   △1,945  △1,945 

自己株式の取得    △41 △41 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）      

当期変動額合計 － △164,753 296,519 △41 131,724 
当期末残高 1,582,416 106,207 364,878 △3,062 2,050,440 

   
 その他の包括利益累計額 

新株予約権 非支配株主

持分 純資産合計 
 

その他有価証

券評価差額金 
繰延ヘッジ 

損益 
為替換算調

整勘定 
退職給付に係

る調整累計額 

その他の包括

利益累計額 
合計 

当期首残高 4,641 △33,049 2,279 － △26,129 5,415 593 1,898,595 
当期変動額         
欠損填補        － 
親会社株主に帰属する

当期純利益        125,196 

連結子会社の増資によ

る持分の増減        453 

連結子会社株式の売却

による持分の増減        8,060 

連結範囲の変動        △1,945 

自己株式の取得        △41 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） △1,632 3,873 △5,532 △7,385 △10,676 △3,195 16,573 2,701 

当期変動額合計 △1,632 3,873 △5,532 △7,385 △10,676 △3,195 16,573 134,425 
当期末残高 3,009 △29,176 △3,253 △7,385 △36,805 2,220 17,166 2,033,021 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 
営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 277,793 153,501 
減価償却費 68,008 84,597 
のれん償却額 26,047 29,203 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,644 △4,650 
その他の引当金の増減額（△は減少） 7,734 487 
投資有価証券売却損益（△は益） △32,354 △8,421 
投資有価証券評価損益（△は益） 47,682 23,369 
持分法による投資損益（△は益） 3,431 36,290 
受取利息及び受取配当金 △1,152 △1,430 
支払利息 16,937 15,596 
有価証券売却損益（△は益） △6,247 △1,243 
為替差損益（△は益） △482 6,250 
関係会社株式評価損 － 3,196 
関係会社株式売却損益（△は益） － 3,693 
売上債権の増減額（△は増加） △15,994 △56,535 
たな卸資産の増減額（△は増加） △91,835 51,549 
仕入債務の増減額（△は減少） 23,073 △1,807 
預り金の増減額（△は減少） △8,716 36,430 
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △4,560 6,612 
その他 67,198 170,303 
小計 378,208 546,993 
利息及び配当金の受取額 494 1,078 
利息の支払額 △16,894 △14,867 
法人税等の支払額 △83,331 △60,583 
営業活動によるキャッシュ・フロー 278,477 472,621 

 



 

【訂正後】 
 (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
 至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 
営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 277,793 156,696 
減価償却費 68,008 84,597 
のれん償却額 26,047 29,203 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,644 △4,650 
その他の引当金の増減額（△は減少） 7,734 487 
投資有価証券売却損益（△は益） △32,354 △8,421 
投資有価証券評価損益（△は益） 47,682 23,369 
持分法による投資損益（△は益） 3,431 36,290 
受取利息及び受取配当金 △1,152 △1,430 
支払利息 16,937 15,596 
有価証券売却損益（△は益） △6,247 △1,243 
為替差損益（△は益） △482 6,250 
関係会社株式評価損 － 3,196 
関係会社株式売却損益（△は益） － 3,693 
売上債権の増減額（△は増加） △15,994 △56,535 
たな卸資産の増減額（△は増加） △91,835 51,549 
仕入債務の増減額（△は減少） 23,073 △1,807 
預り金の増減額（△は減少） △8,716 36,430 
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △4,560 6,612 
その他 67,198 167,108 
小計 378,208 546,993 
利息及び配当金の受取額 494 1,078 
利息の支払額 △16,894 △14,867 
法人税等の支払額 △83,331 △60,583 
営業活動によるキャッシュ・フロー 278,477 472,621 
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（１株当たり情報） 

【訂正前】 
 
 
 

前連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
至 平成30年３月31日) 

１株当たり純資産額 213.02円 226.29円 
１株当たり当期純利益金額 25.83円 13.73円 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 25.68円 13.71円 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
至 平成30年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   
親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円）  229,226 122,001 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 
普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益金額（千円） 229,226 122,001 

期中平均株式数（千株） 8,873 8,884 
   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   
（算定上の基礎）   
親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円）  － － 
普通株式増加数（千株） 51 12 
（うち新株予約権（千株）） （51） （12） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

株式会社ストライダーズ第

７回新株予約権71個（新株

予約権１個につき普通株式 
10,000株） 

株式会社ストライダーズ第8
回新株予約権4,350個（新株

予約権１個につき普通株式 
100株） 

 



 

【訂正後】 
 
 
 

前連結会計年度 
(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
至 平成30年３月31日) 

１株当たり純資産額 213.02円 226.65円 
１株当たり当期純利益金額 25.83円 14.09円 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 25.68円 14.07円 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成29年４月１日 
至 平成30年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   
親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円）  229,226 125,196 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 
普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益金額（千円） 229,226 125,196 

期中平均株式数（千株） 8,873 8,884 
   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   
（算定上の基礎）   
親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円）  － － 
普通株式増加数（千株） 51 12 
（うち新株予約権（千株）） （51） （12） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

株式会社ストライダーズ第

７回新株予約権71個（新株

予約権１個につき普通株式 
10,000株） 

株式会社ストライダーズ第8
回新株予約権4,350個（新株

予約権１個につき普通株式 
100株） 

 
 

以 上 

 


