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2019年６月 20日 

  各 位 
会 社 名 株 式 会 社 ソ ケ ッ ツ  

代表者名 代 表 取 締 役  浦 部  浩 司    

 （コード番号：３６３４ 東証マザーズ） 

問合せ先 コーポレートマネジメント室 室長 小 田 嶋 俊 和 

（ TEL. ０３－５７８５－５５１８） 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2019年３月期 決算短信 〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 
 

 

当社は、2019 年５月 10 日に公表しました 2019 年３月期（2018 年４月１日～2019年３月 31日）の「2019

年３月期通期決算短信」について一部訂正すべき事項がありましたので下記の通り訂正いたします。また、

数値データ（財務諸表 XBRL）にも訂正すべき事項がありましたので、訂正後の数値データも送付します。

なお、訂正箇所は、下線を付して表示しております。 

有価証券報告書の提出予定日については 2019年 6月 21日から 2019年６月 28日に訂正しておりま

す。 
 

 

記 

  

１．訂正の理由 

 

2019年 3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）の発表後、有価証券報告書の作成過程におきまして 

新株予約権の会計処理にて誤謬が判明したため一部訂正しております。 

 

２．訂正の内容 

 

訂正箇所については下線で示しております。 

（サマリー情報 １ページ） 

（訂正前） 

有価証券報告書提出予定日 2019年６月21日 

（訂正後） 

有価証券報告書提出予定日 2019年６月28日 

 

（参考）業績の概要 

１．2019年３月期の業績（2018年４月１日～2019年３月31日） 

（１）経営成績 

（訂正前） 
 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 ％ 

2019年３月期 1,443 △10.0 68 0.5 68 1.2 49 △22.5 

2018年３月期 1,604 △6.1 68  63.6 67  77.8 64 △10.0 

 

 
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 ％ ％ ％ 

2019年３月期 20.37 20.31 5.1 5.5 4.8 

2018年３月期 26.41 26.11 7.1 5.6 4.3 
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（訂正後） 

 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 ％ 

2019年３月期 1,443 △10.0 73 6.6 72 7.4 67 4.9 

2018年３月期 1,604 △6.1 68  63.6 67  77.8 64 △10.0 

 

 
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 ％ ％ ％ 

2019年３月期 27.58 27.50 6.9 5.9 5.1 

2018年３月期 26.41 26.11 7.1 5.6 4.3 

 

（２）財政状態 

（訂正前） 

 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 

2019年３月期 1,245 1,044 80.1 407.00 

2018年３月期 1,236 980 76.0 384.29 

 

（訂正後） 

 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 

2019年３月期 1,245 1,044 81.5 414.20 

2018年３月期 1,236 980 76.0 384.29 

 

２．配当の状況 

（訂正前） 

 

年間配当金 
配当金総額 

(合計) 
配当性向 

純資産 
配当率 第１四半期

末 
第２四半期

末 
第３四半期

末 
期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
2018年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － － 

2019年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00 7 14.7 0.8 

2020年３月期（予想） － 0.00 － 3.00 3.00  61.3  

 

（訂正後） 

 

年間配当金 
配当金総額 

(合計) 
配当性向 

純資産 
配当率 第１四半期

末 
第２四半期

末 
第３四半期

末 
期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
2018年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － － 

2019年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00 7 10.9 0.8 

2020年３月期（予想） － 0.00 － 3.00 3.00  61.3  

 

３．2020年３月期の業績予想（2019年４月１日～2020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 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 1,450 0.5 15 △78.2 15 △78.2 12 △75.9 4.89 

（訂正後） （％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 
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 1,450 0.5 15 △79.5 15 △79.4 12 △82.2 4.89 

 

 

 



- 3 - 

 

（添付資料 ２ページ、３ページ） 

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 

（訂正前） 

当事業年度はエンターテイメント分野のみならず美容、食品、飲料、衣料、消費材、旅行、イベントなどの一般商材のオリジ

ナルデータベース化の取り組みも進展し、それらの結果として売上高は前事業年度比90.0％の1,443,218千円となりました。 

売上原価は、利益率の高いデータライセンス事業の進展や既存事業の開発・運用の効率化により、前事業年度比80.8％

の803,253千円となりました。売上総利益は、前事業年度比105.0％の639,964千円、販売費及び一般管理費は、研究開発活

動の活発化により前事業年度比105.6％の571,083千円となりました。また法人税等調整額として11,480千円を計上しておりま

す。 

これらの事業活動の結果、当事業年度の経営成績は、売上高1,443,218千円(前事業年度比90.0％)、営業利益68,881千

円(前事業年度比100.5％)、経常利益68,659千円(前事業年度比101.2％)、当期純利益49,883千円(前事業年度比77.5％)と

なりました。 

 

（訂正後） 

当事業年度はエンターテイメント分野のみならず美容、食品、飲料、衣料、消費材、旅行、イベントなどの一般商材のオリジ

ナルデータベース化の取り組みも進展し、それらの結果として売上高は前事業年度比90.0％の1,443,218千円となりました。 

売上原価は、利益率の高いデータライセンス事業の進展や既存事業の開発・運用の効率化により、前事業年度比80.8％

の803,253千円となりました。売上総利益は、前事業年度比105.0％の639,964千円、販売費及び一般管理費は、研究開発活

動の活発化により前事業年度比104.8％の566,890千円となりました。また法人税等調整額として11,480千円を計上しておりま

す。 

これらの事業活動の結果、当事業年度の経営成績は、売上高1,443,218千円(前事業年度比90.0％)、営業利益73,074千

円(前事業年度比106.6％)、経常利益72,852千円(前事業年度比107.4％)、当期純利益67,535千円(前事業年度比104.9％)と

なりました。 

 

（添付資料 ４ページ） 

②次期の見通し 

（訂正前） 

以上の取り組みにより、2020年３月期の業績の見通しとしましては、売上高1,450,000千円（前事業年度比100.5％）、営業

利益15,000千円（同比21.8％）、経常利益15,000千円（同比21.8％）、当期純利益12,000千円（同比24.1％）を見込んでおりま

す。 

 

（訂正後） 

以上の取り組みにより、2020年３月期の業績の見通しとしましては、売上高1,450,000千円（前事業年度比100.5％）、営業

利益15,000千円（同比20.5％）、経常利益15,000千円（同比20.6％）、当期純利益12,000千円（同比17.8％）を見込んでおりま

す。 
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（添付資料 ４ページ） 

（２）当期の財政状態の概況 

（資産、負債及び純資産の状況に関する分析） 

（訂正前） 

当事業年度末における総資産は、1,245,858千円（前事業年度末比9,253千円増）となりました。流動資産につきましては

983,334千円（同104,129千円増）となりました。増減の主な要因としましては、現金及び預金の増加（同66,546千円増）、売掛

金の増加（同28,343千円増）があったことによります。固定資産につきましては、減価償却費によるソフトウェアの減少等（同

72,364千円減）により、262,523千円（同94,876千円減）となりました。 

負債は、201,745千円（同54,420千円減）となりました。増減の主な要因としましては、買掛金の減少（同20,200千円減）、未

払法人税等の減少（同17,251千円減）などがあったことによります。 

 以上の結果、純資産は、1,044,113千円（同63,673千円増）となり、自己資本比率は、前事業年度末の76.0％から80.1％とな

りました。 

 

（訂正後） 

当事業年度末における総資産は、1,245,858千円（前事業年度末比9,253千円増）となりました。流動資産につきましては

983,334千円（同104,129千円増）となりました。増減の主な要因としましては、現金及び預金の増加（同66,546千円増）、売掛

金の増加（同28,343千円増）があったことによります。固定資産につきましては、減価償却費によるソフトウェアの減少等（同

72,364千円減）により、262,523千円（同94,876千円減）となりました。 

負債は、201,745千円（同54,420千円減）となりました。増減の主な要因としましては、買掛金の減少（同20,200千円減）、未

払法人税等の減少（同17,251千円減）などがあったことによります。 

 以上の結果、純資産は、1,044,113千円（同63,673千円増）となり、自己資本比率は、前事業年度末の76.0％から81.5％とな

りました。 

 

（添付資料 ５ページ） 

（訂正前） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、65,059千円となりました。主な収入要因としては、税引前当期純利益63,654千円の計上、

減価償却費85,552千円の計上などがありました。一方で主な支出要因としては、売上債権の増加28,343千円、仕入債務の減

少20,200千円、法人税等の支払額17,167千円などであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、6,069千円となりました。主な支出要因としては、有形固定資産の取得1,799千円、無形固

定資産の取得4,966千円などであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は、7,556千円となりました。主な収入要因としては、新株予約権の行使による株式発行収入

8,198千円であります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2018年３月期 2019年３月期 

自己資本比率（％） 76.0 80.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 267.4 200.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.0 0.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 141.0 － 
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（訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、65,059千円となりました。主な収入要因としては、税引前当期純利益81,306千円の計上、

減価償却費85,552千円の計上などがありました。一方で主な支出要因としては、売上債権の増加28,343千円、仕入債務の減

少20,200千円、法人税等の支払額17,167千円などであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、6,069千円となりました。主な支出要因としては、有形固定資産の取得1,799千円、無形固

定資産の取得4,966千円などであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は、7,556千円となりました。主な収入要因としては、新株予約権の行使による株式発行収入

8,198千円であります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2018年３月期 2019年３月期 

自己資本比率（％） 76.0 81.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 267.4 200.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.0 0.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 141.0 － 
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（添付資料 １２ページ） 

４．財務諸表及び主な注記 

（１）貸借対照表 

（訂正前） 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2018年３月31日) 

当事業年度 

(2019年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 63,051 42,851 

リース債務 641 641 

未払金 18,692 9,513 

未払費用 18,775 22,411 

未払法人税等 19,159 1,907 

未払消費税等 9,941 9,886 

預り金 10,167 6,095 

賞与引当金 47,343 44,143 

役員賞与引当金 7,095 － 

流動負債合計 194,867 137,451 

固定負債   

リース債務 1,336 694 

退職給付引当金 59,961 63,598 

固定負債合計 61,298 64,293 

負債合計 256,165 201,745 

純資産の部   

株主資本   

資本金 501,212 505,737 

資本剰余金   

資本準備金 399,612 404,137 

資本剰余金合計 399,612 404,137 

利益剰余金   

利益準備金 4,295 4,295 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 66,254 116,138 

利益剰余金合計 70,549 120,433 

自己株式 △32,009 △32,009 

株主資本合計 939,363 998,297 

新株予約権 41,076 45,815 

純資産合計 980,439 1,044,113 

負債純資産合計 1,236,605 1,245,858 
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（添付資料 １２ページ） 

４．財務諸表及び主な注記 

（１）貸借対照表 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2018年３月31日) 

当事業年度 

(2019年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 63,051 42,851 

リース債務 641 641 

未払金 18,692 9,513 

未払費用 18,775 22,411 

未払法人税等 19,159 1,907 

未払消費税等 9,941 9,886 

預り金 10,167 6,095 

賞与引当金 47,343 44,143 

役員賞与引当金 7,095 － 

流動負債合計 194,867 137,451 

固定負債   

リース債務 1,336 694 

退職給付引当金 59,961 63,598 

固定負債合計 61,298 64,293 

負債合計 256,165 201,745 

純資産の部   

株主資本   

資本金 501,212 505,737 

資本剰余金   

資本準備金 399,612 404,137 

資本剰余金合計 399,612 404,137 

利益剰余金   

利益準備金 4,295 4,295 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 66,254 133,790 

利益剰余金合計 70,549 138,085 

自己株式 △32,009 △32,009 

株主資本合計 939,363 1,015,949 

新株予約権 41,076 28,163 

純資産合計 980,439 1,044,113 

負債純資産合計 1,236,605 1,245,858 
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（添付資料 １３ページ） 

４．財務諸表及び主な注記 

（２）損益計算書 

（訂正前） 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当事業年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

売上高 1,604,065 1,443,218 

売上原価 994,554 803,253 

売上総利益 609,511 639,964 

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 540,950 ※１,※２ 571,083 

営業利益 68,561 68,881 

営業外収益   

受取利息 9 14 

受取配当金 570 420 

受取手数料 613 254 

商標権使用料 120 120 

雑収入 38 112 

営業外収益合計 1,351 921 

営業外費用   

支払利息 1,201 － 

為替差損 741 1,119 

雑損失 138 23 

営業外費用合計 2,081 1,143 

経常利益 67,832 68,659 

特別損失   

固定資産除却損 782 － 

投資有価証券評価損 － 5,004 

特別損失合計 782 5,004 

税引前当期純利益 67,049 63,654 

法人税、住民税及び事業税 11,561 2,290 

法人税等調整額 △8,879 11,480 

法人税等合計 2,682 13,770 

当期純利益 64,367 49,883 
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（添付資料 １３ページ） 

４．財務諸表及び主な注記 

（２）損益計算書 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 

前事業年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当事業年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

売上高 1,604,065 1,443,218 

売上原価 994,554 803,253 

売上総利益 609,511 639,964 

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 540,950 ※１,※２ 566,890 

営業利益 68,561 73,074 

営業外収益   

受取利息 9 14 

受取配当金 570 420 

受取手数料 613 254 

商標権使用料 120 120 

雑収入 38 112 

営業外収益合計 1,351 921 

営業外費用   

支払利息 1,201 － 

為替差損 741 1,119 

雑損失 138 23 

営業外費用合計 2,081 1,143 

経常利益 67,832 72,852 

特別利益   

新株予約権戻入益 － 13,459 

特別利益合計 － 13,459 

特別損失   

固定資産除却損 782 － 

投資有価証券評価損 － 5,004 

特別損失合計 782 5,004 

税引前当期純利益 67,049 81,306 

法人税、住民税及び事業税 11,561 2,290 

法人税等調整額 △8,879 11,480 

法人税等合計 2,682 13,770 

当期純利益 64,367 67,535 
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（添付資料 １６ページ） 

（３）株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

       （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  

資本準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 501,212 399,612 399,612 4,295 66,254 70,549 △32,009 939,363 

当期変動額         

新株の発行 4,525 4,525 4,525     9,050 

当期純利益     49,883 49,883  49,883 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
        

当期変動額合計 4,525 4,525 4,525 － 49,883 49,883 － 58,934 

当期末残高 505,737 404,137 404,137 4,295 116,138 120,433 △32,009 998,297 

 

   

 新株予約権 純資産合計 

当期首残高 41,076 980,439 

当期変動額   

新株の発行  9,050 

当期純利益  49,883 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
4,739 4,739 

当期変動額合計 4,739 63,673 

当期末残高 45,815 1,044,113 
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（添付資料 １６ページ） 

（訂正後） 

当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

       （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 
 

資本準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 
 

繰越利益剰

余金 

当期首残高 501,212 399,612 399,612 4,295 66,254 70,549 △32,009 939,363 

当期変動額         

新株の発行 4,525 4,525 4,525     9,050 

当期純利益     67,535 67,535  67,535 

新株予約権の失効         

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
        

当期変動額合計 4,525 4,525 4,525 － 67,535 67,535 － 76,586 

当期末残高 505,737 404,137 404,137 4,295 133,790 138,085 △32,009 1,015,949 

 

   

 新株予約権 純資産合計 

当期首残高 41,076 980,439 

当期変動額   

新株の発行  9,050 

当期純利益  67,535 

新株予約権の失効 △13,459 △13,459 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
546 546 

当期変動額合計 △12,912 63,673 

当期末残高 28,163 1,044,113 



- 12 - 

 

（添付資料 １７ページ） 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当事業年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 67,049 63,654 

減価償却費 141,702 85,552 

固定資産除却損 782 － 

株式報酬費用 7,050 5,591 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34 △195 

投資有価証券評価損 － 5,004 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,724 △3,199 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,095 △7,095 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,418 3,636 

受取利息及び受取配当金 △579 △434 

支払利息 1,201 － 

売上債権の増減額（△は増加） △60,412 △28,343 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,365 △1,415 

仕入債務の増減額（△は減少） △16,760 △20,200 

未払金の増減額（△は減少） 10,554 △10,062 

未払消費税等の増減額（△は減少） 406 △55 

その他 △7,906 △10,646 

小計 167,724 81,792 

利息及び配当金の受取額 579 434 

利息の支払額 △1,170 － 

法人税等の支払額 △1,997 △17,167 

営業活動によるキャッシュ・フロー 165,134 65,059 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △6,995 △1,799 

無形固定資産の取得による支出 △57,925 △4,966 

投資有価証券の取得による支出 △15,014 － 

差入保証金の回収による収入 500 － 

その他 △1,218 696 

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,653 △6,069 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △75,090 － 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 6,960 8,198 

自己株式の取得による支出 △67 － 

配当金の支払額 △31 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △641 △641 

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,870 7,556 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,610 66,546 

現金及び現金同等物の期首残高 557,177 572,787 

現金及び現金同等物の期末残高 572,787 639,333 
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（添付資料 １７ページ） 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

（訂正後） 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当事業年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 67,049 81,306 

減価償却費 141,702 85,552 

固定資産除却損 782 － 

新株予約権戻入益 － △13,459 

株式報酬費用 7,050 1,398 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34 △195 

投資有価証券評価損 － 5,004 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,724 △3,199 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,095 △7,095 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,418 3,636 

受取利息及び受取配当金 △579 △434 

支払利息 1,201 － 

売上債権の増減額（△は増加） △60,412 △28,343 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,365 △1,415 

仕入債務の増減額（△は減少） △16,760 △20,200 

未払金の増減額（△は減少） 10,554 △10,062 

未払消費税等の増減額（△は減少） 406 △55 

その他 △7,906 △10,646 

小計 167,724 81,792 

利息及び配当金の受取額 579 434 

利息の支払額 △1,170 － 

法人税等の支払額 △1,997 △17,167 

営業活動によるキャッシュ・フロー 165,134 65,059 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △6,995 △1,799 

無形固定資産の取得による支出 △57,925 △4,966 

投資有価証券の取得による支出 △15,014 － 

差入保証金の回収による収入 500 － 

その他 △1,218 696 

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,653 △6,069 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △75,090 － 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 6,960 8,198 

自己株式の取得による支出 △67 － 

配当金の支払額 △31 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △641 △641 

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,870 7,556 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,610 66,546 

現金及び現金同等物の期首残高 557,177 572,787 

現金及び現金同等物の期末残高 572,787 639,333 
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（添付資料 ２１ページ） 

（訂正前） 

（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

（自 2017年４月１日 

至 2018年３月31日） 

当事業年度 

（自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日） 

１株当たり純資産額 384.29円 407.00円 

１株当たり当期純利益 26.41円 20.37円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 26.11円 20.31円 

     （注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前事業年度 

（自 2017年４月１日 

至 2018年３月31日） 

当事業年度 

（自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 64,367 49,883 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 64,367 49,883 

普通株式の期中平均株式数（株） 2,436,786 2,448,931 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数（株） 28,587 7,246 

 （うち新株予約権（株）） (28,587) (7,246) 

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づく第６回新株予約権

（新株予約権の数３個）、第７回新株

予約権（新株予約権の数４個）、第８

回新株予約権（新株予約権の数36

個） 

会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づく第６回新株予約権

（新株予約権の数３個）、第７回新株

予約権（新株予約権の数３個）、第８

回新株予約権（新株予約権の数10

個）、第11回新株予約権（新株予約

権の数５個）、第12回新株予約権（新

株予約権の数175個） 



- 15 - 

（添付資料 ２１ページ） 

（訂正後） 

（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

（自 2017年４月１日 

至 2018年３月31日） 

当事業年度 

（自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日） 

１株当たり純資産額 384.29円 414.20円 

１株当たり当期純利益 26.41円 27.58円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 26.11円 27.50円 

     （注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前事業年度 

（自 2017年４月１日 

至 2018年３月31日） 

当事業年度 

（自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 64,367 67,535 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 64,367 67,535 

普通株式の期中平均株式数（株） 2,436,786 2,448,931 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数（株） 28,587 7,246 

 （うち新株予約権（株）） (28,587) (7,246) 

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づく第６回新株予約権

（新株予約権の数３個）、第７回新株

予約権（新株予約権の数４個）、第８

回新株予約権（新株予約権の数36

個） 

会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づく第６回新株予約権

（新株予約権の数３個）、第７回新株

予約権（新株予約権の数３個）、第８

回新株予約権（新株予約権の数10

個）、第11回新株予約権（新株予約

権の数５個）、第12回新株予約権（新

株予約権の数175個） 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


