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各 位 

会 社 名   株式会社ジェイホールディングス 

代表者名   代表取締役社長 上野 真司 

       （コード：2721 東証ジャスダック） 

問合せ先   取締役副社長  中野 章男 

      （TEL 03－6430－3461） 

 

 

 (訂正・数値データ訂正)「平成 30年 12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の 

一部訂正のお知らせ 
 

平成 31年 2月 19日に公表いたしました「平成 30年 12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載に

一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線にて表示

しております。 

 

記 
 

１. 訂正理由 

平成 30年 12月期 決算短信の記載に一部誤りがありましたので訂正いたします。 

 

２. 訂正の内容 

（1）サマリー情報 

【訂正前】 
１．平成30年12月期の連結業績（平成30年１月１日～平成30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 ％ 

30年12月期 1,613 △58.2 29 △73.1 25 △77.1 0 △99.6 
29年12月期 3,864 194.3 109 428.7 109 - 110 453.3  

（注）包括利益 30年12月期 0 百万円 （△99.6％）  29年12月期 110 百万円 （453.3％） 

 

 
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12月期 0.19 - 0.1 4.7 1.8 
29年12月期 57.39 49.09 93.0 40.7 2.8  

（参考）持分法投資損益 30年12月期 - 百万円  29年12月期 - 百万円 

（注）平成 30 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30年12月期の連結業績（平成30年１月１日～平成30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 ％ 

30年12月期 1,613 △58.2 29 △73.1 25 △77.1 0 △99.6 
29年12月期 3,864 194.3 109 428.7 109 - 110 453.3  

（注）包括利益 30年12月期 0 百万円 （△99.6％）  29年12月期 110 百万円 （453.3％） 



 
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12月期      0.19 0.16 0.1 4.7 1.8 
29年12月期 57.39 49.09 93.0 40.7 2.8  

（参考）持分法投資損益 30年12月期 - 百万円  29年12月期 - 百万円 

 

（２）１株当たり情報 16ページ 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成29年１月１日 
至 平成29年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成30年１月１日 
至 平成30年12月31日） 

１株当たり純資産額 106円37銭 204円69銭 

１株当たり当期純利益金額 57円39銭 19銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 49円9銭 － 

（注） 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29年１月１日 
至 平成29年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成30年１月１日 
至 平成30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） 110,970 403 

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） 
110,970 403 

期中平均株式数（株） 1,933,500 2,172,691 

   

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） 327,222 － 

（うち新株予約権（株）） (327,222) (－) 

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 

－ 

平成30年３月14日取締役会決議 

第３回新株予約権 

新株予約権：１種類 

新株予約権の数：1,950個 

新株予約権の対象となる株

式の数：195,000株 

 

 

 



【訂正後】 

（１株当たり情報） 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成29年１月１日 

至 平成29年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成30年１月１日 

至 平成30年12月31日） 

１株当たり純資産額 106円37銭 204円69銭 

１株当たり当期純利益金額 57円39銭 19銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 49円9銭 16銭 

（注） 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29年１月１日 

至 平成29年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成30年１月１日 

至 平成30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） 110,970 403 

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） 
110,970 403 

期中平均株式数（株） 1,933,500 2,172,691 

   

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） 327,222 276,307 

（うち新株予約権（株）） (327,222) (276,307) 

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 

－ 

平成30年３月14日取締役会決議 

第３回新株予約権 

新株予約権：１種類 

新株予約権の数：1,950個 

新株予約権の対象となる株

式の数：195,000株 

 

 

以 上 

 


