
2019年 2月 15日 

各 位 

会 社 名 日本和装ホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 道面 義雄 

（コード番号：2499 東証第二部） 

問合せ先 管理本部長 高梨 宏史 

（ TEL. 03－5843－0097） 

 

 

(訂正) 「平成 29年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

2018年２月 13日発表の「平成 29年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部誤りがありましたの

で、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には、下線を付しております。 

 

記 

１. 訂正の理由 

2018年２月13日発表の「平成29年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容の一部誤りがあることが判明しま

したので、これを訂正するものであります。 

 

２. 訂正の内容 

＜サマリー情報１ページ＞ 

 

【訂正前】 

１．平成29年12月期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年12月31日） 

（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 ％ 

29年12月期 5,246 8.4 499 54.2 445 77.8 282 61.9 

28年12月期 4,841 △2.8 323 34.3 250 55.6 174 144.4  
（注）包括利益 29年12月期 285 百万円 （61.8％）  28年12月期 176 百万円 （136.2％） 
 

 
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 ％ ％ ％ 

29年12月期 31.34 31.28 11.4 6.4 9.5 

28年12月期 19.36 － 7.6 4.0 6.7  
（参考）持分法投資損益 29年12月期 － 百万円  28年12月期 － 百万円 

（注）平成28年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

（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 

29年12月期 7,645 2,603 33.9 287.96 

28年12月期 6,340 2,386 37.5 264.04  
（参考）自己資本 29年12月期 2,592 百万円  28年12月期 2,376 百万円 
 



（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

29年12月期 △356 △75 803 1,511 

28年12月期 412 △412 △153 1,138 

 

３．平成30年12月期の連結業績予想（平成30年１月１日～平成30年12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）  

 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 

第２四半期（累計） 2,650 2.7 260 1.6 230 1.8 140 10.2 15.55 

通期 5,300 1.0 520 4.2 460 3.4 290 2.8 32.21 

 

【訂正後】 

１．平成29年12月期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年12月31日） 

（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 ％ 

29年12月期 5,246 8.4 498 53.9 443 77.4 281 61.3 

28年12月期 4,841 △2.8 323 34.3 250 55.6 174 144.4  
（注）包括利益 29年12月期 284 百万円 （61.3％）  28年12月期 176 百万円 （136.2％） 
 

 
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 ％ ％ ％ 

29年12月期 31.23 31.16 11.3 6.4 9.5 

28年12月期 19.36 － 7.6 4.0 6.7  
（参考）持分法投資損益 29年12月期 － 百万円  28年12月期 － 百万円 

（注）平成28年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

（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 

29年12月期 7,645 2,603 33.9 287.96 

28年12月期 6,340 2,386 37.5 264.04  
（参考）自己資本 29年12月期 2,592 百万円  28年12月期 2,376 百万円 
 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

29年12月期 △357 △75 804 1,511 

28年12月期 412 △412 △153 1,138 

３．平成30年12月期の連結業績予想（平成30年１月１日～平成30年12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）  

 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 

第２四半期（累計） 2,650 2.7 260 1.6 230 1.8 140 10.2 15.55 

通期 5,300 1.0 520 4.4 460 3.8 290 3.2 32.21 

 

 

 



＜サマリー情報２ページ＞ 

【訂正前】 

１．平成29年12月期の個別業績（平成29年１月１日～平成29年12月31日） 

（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 ％ 

29年12月期 4,698 8.3 291 113.3 307 129.8 167 － 

28年12月期 4,336 △2.6 136 38.4 134 51.4 11 △66.1 

 

 
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 

29年12月期 18.59 18.55 

28年12月期 1.22 － 

（注）平成28年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

【訂正後】 

１．平成29年12月期の個別業績（平成29年１月１日～平成29年12月31日） 

（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 ％ 

29年12月期 4,698 8.3 290 112.5 306 129.0 166 － 

28年12月期 4,336 △2.6 136 38.4 134 51.4 11 △66.1 

 

 
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 

29年12月期 18.47 18.44 

28年12月期 1.22 － 

（注）平成28年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

 

＜添付資料２－３ページ＞ 

【訂正前】 

１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

①当期の経営成績 

当社グループでは当連結会計年度の取り組みとして、（１）グループ全体で利益を生み出す体制の構築、（２）よ

り消費者のニーズを反映した教室の企画、（３）経費の適正化による効率的な経営の実現、を目指して、グループ一

丸となっての営業活動を行ってまいりました。 

その結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,246百万円（前期比8.4％増）、営業利益499百万円（前期比54.2％

増）、経常利益445百万円（前期比77.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益282百万円（前期比61.9％増）と、

増収増益になりました。 

(省略) 

 

（２）当期の財政状態の概況 

①資産、負債及び純資産の状況 

(省略) 

 

３）純資産 

当連結会計年度の純資産につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益282百万円を計上する一方で、配当金

64百万円を支払ったこと等から前連結会計年度末と比較して217百万円増加して2,603百万円となりました。 

この結果、当連結会計年度末における自己資本比率は33.9％となっております。 



②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、1,511百万円となりました。 当連結

会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は356百万円（前年同期は412百万円の獲得）となりました。

これは主に、自社クレジットの取り扱いを強化したことによる、ニチクレ株式会社における割賦売掛金の増加1,004

百万円等によるものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は75百万円（前年同期は412百万円の使用）となりました。

これは主に敷金保証金の増加額が38百万円、有形固定資産の取得による支出32百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は803百万円（前年同期は153百万円の使用）となりました。

これは主に長期借入による収入2,464百万円、長期借入金の返済による支出2,004百万円、配当金の支払64百万円、

社債の償還による支出50百万円、を行ったことによるものであります。 

  

 

【訂正後】 

１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

①当期の経営成績 

当社グループでは当連結会計年度の取り組みとして、（１）グループ全体で利益を生み出す体制の構築、（２）よ

り消費者のニーズを反映した教室の企画、（３）経費の適正化による効率的な経営の実現、を目指して、グループ一

丸となっての営業活動を行ってまいりました。 

その結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,246百万円（前期比8.4％増）、営業利益498百万円（前期比53.9％

増）、経常利益443百万円（前期比77.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益281百万円（前期比61.3％増）と、

増収増益になりました。 

(省略) 

 

（２）当期の財政状態の概況 

①資産、負債及び純資産の状況 

(省略) 

 

３）純資産 

当連結会計年度の純資産につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益281百万円を計上する一方で、配当金

63百万円を支払ったこと等から前連結会計年度末と比較して217百万円増加して2,603百万円となりました。 

この結果、当連結会計年度末における自己資本比率は33.9％となっております。 

(省略) 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、1,511百万円となりました。 当連結

会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は357百万円（前年同期は412百万円の獲得）となりました。

これは主に、自社クレジットの取り扱いを強化したことによる、ニチクレ株式会社における割賦売掛金の増加1,004

百万円等によるものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は75百万円（前年同期は412百万円の使用）となりました。

これは主に敷金保証金の増加額が51百万円、有形固定資産の取得による支出32百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は804百万円（前年同期は153百万円の使用）となりました。

これは主に長期借入による収入2,332百万円、長期借入金の返済による支出1,872百万円、配当金の支払63百万円、

社債の償還による支出50百万円、を行ったことによるものであります。 

  



＜添付資料 7－14ページ＞ 

【訂正前】 

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） 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

売上高 4,841,605 5,246,474 

売上原価 477,155 591,623 

売上総利益 4,364,450 4,654,851 

販売費及び一般管理費 4,040,478 4,155,260 

営業利益 323,972 499,591 

営業外収益   

受取利息 175 99 

受取保険金 － 1,008 

その他 6,994 7,505 

営業外収益合計 7,169 8,613 

営業外費用   

支払利息 32,514 29,748 

為替差損 10,030 － 

支払手数料 29,668 25,962 

その他 8,665 7,471 

営業外費用合計 80,879 63,182 

経常利益 250,262 445,021 

特別利益   

固定資産売却益 85,629 － 

特別利益合計 85,629 － 

特別損失   

減損損失 13,559 － 

特別損失合計 13,559 － 

税金等調整前当期純利益 322,332 445,021 

法人税、住民税及び事業税 100,681 132,827 

法人税等調整額 47,386 25,639 

法人税等合計 148,068 158,467 

当期純利益 174,263 286,554 

非支配株主に帰属する当期純利益 － 4,385 

親会社株主に帰属する当期純利益 174,263 282,168 

 

（連結包括利益計算書）  
  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当期純利益 174,263 286,554 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 1,924 △1,331 

その他の包括利益合計 1,924 △1,331 

包括利益 176,188 285,222 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 176,188 283,146 

非支配株主に係る包括利益 － 2,075 

(省略) 

 



（２）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日） 

    (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 459,634 336,487 1,591,441 2,387,563 

当期変動額     

剰余金の配当   △64,080 △64,080 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  282,168 282,168 

連結範囲の変動   △3,742 △3,742 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
    

当期変動額合計 － － 214,345 214,345 

当期末残高 459,634 336,487 1,805,787 2,601,909 

 

      

 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 
 為替換算調整勘定 

その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 △10,637 △10,637 9,386 － 2,386,312 

当期変動額      

剰余金の配当     △64,080 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
    282,168 

連結範囲の変動     △3,742 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
977 977 △24 2,113 3,066 

当期変動額合計 977 977 △24 2,113 217,412 

当期末残高 △9,660 △9,660 9,361 2,113 2,603,724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書  
  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12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 322,332 445,021 

減価償却費 92,772 85,530 

減損損失 13,559 － 

有形固定資産売却損益（△は益） △85,629 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △983 5,865 

受取利息 △175 △99 

支払利息 32,514 29,748 

為替差損益（△は益） 10,030 △395 

営業未収入金の増減額（△は増加） 26,106 64,133 

割賦売掛金の増減額（△は増加） △73,125 △1,004,281 

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,118 △12,271 

前払費用の増減額（△は増加） 5,824 △15,393 

未収入金の増減額（△は増加） 112,336 △14,261 

営業未払金の増減額（△は減少） 7,202 △13,636 

未払金の増減額（△は減少） △3,479 △6,754 

未払費用の増減額（△は減少） 2,335 16,404 

前受金の増減額（△は減少） △30,818 187,085 

営業預り金の増減額（△は減少） 10,927 23,086 

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △39,751 △10,745 

その他 91,587 31,011 

小計 462,448 △189,953 

利息の受取額 175 56 

利息の支払額 △32,514 △29,894 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △17,624 △136,703 

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,485 △356,494 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △499,999 35 

有形固定資産の取得による支出 △82,917 △32,988 

有形固定資産の売却による収入 171,680 － 

無形固定資産の取得による支出 － △17,100 

投資有価証券の売却による収入 10,000 － 

敷金保証金の増加額 △28,339 △38,888 

敷金保証金の減少額 17,468 13,631 

その他 － △20 

投資活動によるキャッシュ・フロー △412,107 △75,330 



  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △418,000 475,000 

長期借入れによる収入 2,100,000 2,464,900 

長期借入金の返済による支出 △1,679,955 △2,004,190 

社債の償還による支出 △100,000 △50,000 

リース債務の返済による支出 △20,032 △18,615 

配当金の支払額 △36,008 △64,080 

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,995 803,013 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,511 1,371 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,129 372,560 

現金及び現金同等物の期首残高 1,299,352 1,138,223 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少） 
－ 661 

現金及び現金同等物の期末残高 1,138,223 1,511,445 

 

【訂正後】 

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） 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

売上高 4,841,605 5,246,474 

売上原価 477,155 591,623 

売上総利益 4,364,450 4,654,851 

販売費及び一般管理費 4,040,478 4,156,327 

営業利益 323,972 498,524 

営業外収益   

受取利息 175 99 

受取保険金 － 1,008 

その他 6,994 7,505 

営業外収益合計 7,169 8,613 

営業外費用   

支払利息 32,514 29,748 

為替差損 10,030 － 

支払手数料 29,668 25,962 

その他 8,665 7,471 

営業外費用合計 80,879 63,182 

経常利益 250,262 443,955 

特別利益   

固定資産売却益 85,629 － 

特別利益合計 85,629 － 

特別損失   

減損損失 13,559 － 

特別損失合計 13,559 － 

税金等調整前当期純利益 322,332 443,955 

法人税、住民税及び事業税 100,681 132,827 

法人税等調整額 47,386 25,639 

法人税等合計 148,068 158,467 

当期純利益 174,263 285,487 

非支配株主に帰属する当期純利益 － 4,385 

親会社株主に帰属する当期純利益 174,263 281,101 

 



（連結包括利益計算書）  
  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当期純利益 174,263 285,487 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 1,924 △1,331 

その他の包括利益合計 1,924 △1,331 

包括利益 176,188 284,155 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 176,188 282,079 

非支配株主に係る包括利益 － 2,075 

(省略) 

 

（２）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日） 

    (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 459,634 336,487 1,591,441 2,387,563 

当期変動額     

剰余金の配当   △63,014 △63,014 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  281,101 281,101 

連結範囲の変動   △3,742 △3,742 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
    

当期変動額合計 － － 214,345 214,345 

当期末残高 459,634 336,487 1,805,787 2,601,909 

 

      

 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 
 為替換算調整勘定 

その他の包括利

益累計額合計 

当期首残高 △10,637 △10,637 9,386 － 2,386,312 

当期変動額      

剰余金の配当     △63,014 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
    281,101 

連結範囲の変動     △3,742 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
977 977 △24 2,113 3,066 

当期変動額合計 977 977 △24 2,113 217,412 

当期末残高 △9,660 △9,660 9,361 2,113 2,603,724 

 



 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書  
  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12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 322,332 443,955 

減価償却費 92,772 85,530 

減損損失 13,559 － 

有形固定資産売却損益（△は益） △85,629 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △983 5,865 

受取利息 △175 △99 

支払利息 32,514 29,748 

為替差損益（△は益） 10,030 △395 

営業未収入金の増減額（△は増加） 26,106 64,133 

割賦売掛金の増減額（△は増加） △73,125 △1,004,281 

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,118 △12,271 

前払費用の増減額（△は増加） 5,824 △15,393 

未収入金の増減額（△は増加） 112,336 △14,261 

営業未払金の増減額（△は減少） 7,202 △13,636 

未払金の増減額（△は減少） △3,479 △6,754 

未払費用の増減額（△は減少） 2,335 16,404 

前受金の増減額（△は減少） △30,818 171,611 

営業預り金の増減額（△は減少） 10,927 23,086 

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △39,751 △10,745 

その他 91,587 44,498 

小計 462,448 △193,007 

利息の受取額 175 56 

利息の支払額 △32,514 △29,894 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △17,624 △134,969 

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,485 △357,814 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △499,999 35 

有形固定資産の取得による支出 △82,917 △32,988 

有形固定資産の売却による収入 171,680 － 

無形固定資産の取得による支出 － △17,100 

投資有価証券の売却による収入 10,000 － 

投資有価証券の取得による支出 － △20 

敷金保証金の増加額 △28,339 △51,029 

敷金保証金の減少額 17,468 25,771 

投資活動によるキャッシュ・フロー △412,107 △75,330 

 



  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △418,000 475,000 

長期借入れによる収入 2,100,000 2,332,920 

長期借入金の返済による支出 △1,679,955 △1,872,210 

社債の償還による支出 △100,000 △50,000 

リース債務の返済による支出 △20,032 △18,362 

配当金の支払額 △36,008 △63,014 

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,995 804,333 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,511 1,371 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,129 372,560 

現金及び現金同等物の期首残高 1,299,352 1,138,223 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少） 
－ 661 

現金及び現金同等物の期末残高 1,138,223 1,511,445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜添付資料 17ページ＞ 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

（自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成29年１月１日 

至 平成29年12月31日） 

１株当たり純資産額 264円04銭 287円96銭 

１株当たり当期純利益金額 19円36銭 31円34銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － 31円28銭 

（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成29年１月１日 

至 平成29年12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） 
174,263 282,168 

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） 
174,263 282,168 

期中平均株式数（株） 9,002,000 9,002,000 

   

潜在株式調整後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調整額

（千円） 
－ － 

普通株式増加数（株） － 18,333 

（うち新株予約権（株）） （－） （18,333） 

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 

第８回新株予約権（新株予約権の

数1,110個）、第８回新株予約権（第

２回割当、新株予約権の数50個）及

び第８回新株予約権（第３回割当、

新株予約権の数1,430個）並びに株

式会社はかた匠工芸第１回新株予

約権（新株予約権の数12,500個）。 

株式会社はかた匠工芸第１回新株

予約権（新株予約券の数12,500個） 



 

 

【訂正後】 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

（自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成29年１月１日 

至 平成29年12月31日） 

１株当たり純資産額 264円04銭 287円96銭 

１株当たり当期純利益金額 19円36銭 31円23銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － 31円16銭 

（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成29年１月１日 

至 平成29年12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） 
174,263 281,101 

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） 
174,263 281,101 

期中平均株式数（株） 9,002,000 9,002,000 

   

潜在株式調整後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調整額

（千円） 
－ － 

普通株式増加数（株） － 18,333 

（うち新株予約権（株）） （－） （18,333） 

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 

第８回新株予約権（新株予約権の

数1,110個）、第８回新株予約権（第

２回割当、新株予約権の数50個）及

び第８回新株予約権（第３回割当、

新株予約権の数1,430個）並びに株

式会社はかた匠工芸第１回新株予

約権（新株予約権の数12,500個）。 

株式会社はかた匠工芸第１回新株

予約権（新株予約券の数12,500個） 

 

以 上 


