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2019年６月 21日 

各 位 

         会 社 名 マミヤ・オーピー株式会社 

         代表者名 代表取締役社長   鈴木 聡 

           （コード：7991 東証第２部） 

         問合せ先 総 務 部 長     福田 誠 

       （TEL.03-6273-7360）     

  

 

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

 

 

 2019 年５月 10 日に公表いたしました「2019 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂

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。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につきましても送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

 

 当社は 2019 年５月 10 日に「2019 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」を公表いたしましたが、

連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」及び投資活動

によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の売却による収入」に誤りがあることが判明いたしました。 

また、連結貸借対照表において「繰延税金負債」、「退職給付に係る負債」及び「退職給付に係る調

整累計額」に誤りがあることが判明したことから、関連する項目を含めて訂正いたします。 

 これらの訂正により、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローが

２億 33百万円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローが２億 33百万円増加いたしました。また、

連結貸借対照表において退職給付に係る負債が 14百万円増加し、繰延税金負債が５百万円及び退職給

付に係る調整累計額が９百万円減少しております。 

 

２．訂正の内容 

 

訂正箇所には＿を付して表示しております。 
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１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日） 

 

（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 

【訂正前】 

 

 

  

 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 ％ 

2019年３月期 13,878 10.4 769 311.4 750 462.0 424 20.4 

2018年３月期 12,574  △16.0  186  △78.6  133  △85.1  352  △31.8  
（注）包括利益 2019年３月期 339 百万円 (△14.3％） 2018年３月期 396 百万円 (△10.7％） 

 

【訂正後】 

 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 ％ 

2019年３月期 13,878 10.4 769 311.4 750 462.0 424 20.4 

2018年３月期 12,574  △16.0  186  △78.6  133  △85.1  352  △31.8  
（注）包括利益 2019年３月期 329 百万円 (△16.7％） 2018年３月期 396 百万円 (△10.7％） 

 

 

（２）連結財政状態 

 

【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 25,576 13,768 53.7 1,581.40 

2018年３月期 26,868  14,477  53.8  1,563.15  
（参考）自己資本 2019年３月期 13,724 百万円  2018年３月期 14,442 百万円 

 

【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 25,576 13,758 53.6 1,580.27 

2018年３月期 26,868  14,477  53.8  1,563.15  
（参考）自己資本 2019年３月期 13,714 百万円  2018年３月期 14,442 百万円 

 

 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 

【訂正前】 

 

 
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 

2019年３月期 899 △118 △2,116 6,724 

2018年３月期 476  373  △513  8,064 

 

【訂正後】 

 

 
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 

2019年３月期 666 114 △2,116 6,724 

2018年３月期 476  373  △513  8,064 
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１．経営成績等の概況 

 

(2）当期の財政状態の概況 

 

  【訂正前】 

 

  （資産） 

 

（省略） 

 

 

（負債） 

当連結会計年度末における流動負債は66億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億５百万円増加いたしま

した。これは主に支払手形及び買掛金が５億36百万円、短期借入金が３億50百万円増加したことによるものであり

ます。固定負債は52億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億88百万円減少いたしました。これは主に長期

借入金が10億63百万円、社債が３億60百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は118億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億83百万円減少いたしました。 

 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産合計は137億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億９百万円減少いた

しました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益４億24百万円を計上した一方、剰余金の配当が４億64百万

円、自己株式の取得が５億２百万円あったことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は53.7％（前連結会計年度末は53.8％）となりました。 

 

  【訂正後】 

 

  （資産） 

 

（省略） 

 

 

（負債） 

当連結会計年度末における流動負債は66億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億５百万円増加いたしま

した。これは主に支払手形及び買掛金が５億36百万円、短期借入金が３億50百万円増加したことによるものであり

ます。固定負債は52億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億78百万円減少いたしました。これは主に長期

借入金が10億63百万円、社債が３億60百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は118億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億73百万円減少いたしました。 

 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産合計は137億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億18百万円減少いた

しました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益４億24百万円を計上した一方、剰余金の配当が４億64百万

円、自己株式の取得が５億２百万円あったことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は53.6％（前連結会計年度末は53.8％）となりました。 
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（3）当期のキャッシュ・フローの概況 

 

【訂正前】 

 

（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８億99百万円（前期比88.6％増）となりました。これは主に、法人税等支払額３

億32百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益７億67百万円、減価償却費３億85百万円等によるものであ

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１億18百万円（前期は３億73百万円の獲得）となりました。これは主に、有形固

定資産の売却による収入５億円、定期預金の払戻による収入４億12百万円等があったものの、匿名組合出資金の払

込による支出９億85百万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） 

 

（省略） 

 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 

 自己資本比率（％） 55.2 53.8 53.7 

 時価ベースの自己資本比率（％） 43.7 41.5 36.0 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 6.9 18.7 8.6 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.3 5.0 10.5 

（注）自己資本比率                ：  自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率          ：  株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：  有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：  営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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【訂正後】 

 

（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６億66百万円（前期比39.7％増）となりました。これは主に、法人税等支払額３

億32百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益７億67百万円、減価償却費３億85百万円等によるものであ

ります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は１億14百万円（前期比69.3％減）となりました。これは主に、有形固定資産の売

却による収入５億円、定期預金の払戻による収入４億12百万円等があったものの、匿名組合出資金の払込による支

出９億85百万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） 

 

（省略） 

 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 

 自己資本比率（％） 55.2 53.8 53.6 

 時価ベースの自己資本比率（％） 43.7 41.5 36.0 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 6.9 18.7 11.6 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.3 5.0 7.8 

（注）自己資本比率                ：  自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率          ：  株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：  有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：  営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 



－ 6 － 

３．連結財務諸表及び主な注記 

 

（１）連結貸借対照表 

 

 【訂正前】 

 

 （省略） 

 

 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(2019年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,511,709 2,048,408 

短期借入金 1,853,000 2,203,000 

1年内償還予定の社債 440,000 460,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,094,716 1,038,171 

未払法人税等 100,596 112,253 

賞与引当金 83,422 67,654 

その他 612,704 672,206 

流動負債合計 5,696,149 6,601,695 

固定負債   

社債 1,510,000 1,150,000 

長期借入金 3,997,820 2,933,849 

繰延税金負債 371,116 359,976 

役員退職慰労引当金 21,936 26,865 

退職給付に係る負債 656,212 639,869 

その他 137,967 95,892 

固定負債合計 6,695,054 5,206,453 

負債合計 12,391,203 11,808,148 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,962,632 3,962,632 

資本剰余金 2,301 2,301 

利益剰余金 9,962,370 9,831,510 

自己株式 △183,105 △685,773 

株主資本合計 13,744,198 13,110,670 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 163,684 89,955 

繰延ヘッジ損益 - 3,841 

為替換算調整勘定 541,592 523,396 

退職給付に係る調整累計額 △6,609 △3,334 

その他の包括利益累計額合計 698,668 613,858 

新株予約権 24,206 32,877 

非支配株主持分 10,400 10,880 

純資産合計 14,477,474 13,768,287 

負債純資産合計 26,868,677 25,576,435 
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 【訂正後】 

 

 （省略） 

 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(2019年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,511,709 2,048,408 

短期借入金 1,853,000 2,203,000 

1年内償還予定の社債 440,000 460,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,094,716 1,038,171 

未払法人税等 100,596 112,253 

賞与引当金 83,422 67,654 

その他 612,704 672,206 

流動負債合計 5,696,149 6,601,695 

固定負債   

社債 1,510,000 1,150,000 

長期借入金 3,997,820 2,933,849 

繰延税金負債 371,116 354,901 

役員退職慰労引当金 21,936 26,865 

退職給付に係る負債 656,212 654,755 

その他 137,967 95,892 

固定負債合計 6,695,054 5,216,264 

負債合計 12,391,203 11,817,960 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,962,632 3,962,632 

資本剰余金 2,301 2,301 

利益剰余金 9,962,370 9,831,510 

自己株式 △183,105 △685,773 

株主資本合計 13,744,198 13,110,670 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 163,684 89,955 

繰延ヘッジ損益 - 3,841 

為替換算調整勘定 541,592 523,396 

退職給付に係る調整累計額 △6,609 △13,146 

その他の包括利益累計額合計 698,668 604,047 

新株予約権 24,206 32,877 

非支配株主持分 10,400 10,880 

純資産合計 14,477,474 13,758,475 

負債純資産合計 26,868,677 25,576,435 
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（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 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当期純利益 352,403 424,551 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20,215 △68,319 

繰延ヘッジ損益 - 3,841 

為替換算調整勘定 12,373 △18,196 

退職給付に係る調整額 6,233 3,274 

持分法適用会社に対する持分相当額 4,998 △5,410 

その他の包括利益合計 43,821 △84,809 

包括利益 396,225 339,741 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 396,040 339,262 

非支配株主に係る包括利益 184 479 

 

 

【訂正後】 

 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当期純利益 352,403 424,551 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20,215 △68,319 

繰延ヘッジ損益 - 3,841 

為替換算調整勘定 12,373 △18,196 

退職給付に係る調整額 6,233 △6,537 

持分法適用会社に対する持分相当額 4,998 △5,410 

その他の包括利益合計 43,821 △94,621 

包括利益 396,225 329,930 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 396,040 329,450 

非支配株主に係る包括利益 184 479 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 

【訂正前】 

 

当連結会計年度（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 

当期首残高 3,962,632 2,301 9,962,370 △183,105 13,744,198 

当期変動額      

剰余金の配当   △464,817  △464,817 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  424,071  424,071 

自己株式の取得    △502,667 △502,667 

自己株式の処分      

持分法の適用範囲の変

動 
  △90,114  △90,114 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 - - △130,860 △502,667 △633,528 

当期末残高 3,962,632 2,301 9,831,510 △685,773 13,110,670 

 

         

 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 163,684 - 541,592 △6,609 698,668 24,206 10,400 14,477,474 

当期変動額         

剰余金の配当        △464,817 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
       424,071 

自己株式の取得        △502,667 

自己株式の処分         

持分法の適用範囲の変

動 
       △90,114 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△73,729 3,841 △18,196 3,274 △84,809 8,671 479 △75,659 

当期変動額合計 △73,729 3,841 △18,196 3,274 △84,809 8,671 479 △709,187 

当期末残高 89,955 3,841 523,396 △3,334 613,858 32,877 10,880 13,768,287 
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【訂正後】 

 

当連結会計年度（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 

当期首残高 3,962,632 2,301 9,962,370 △183,105 13,744,198 

当期変動額      

剰余金の配当   △464,817  △464,817 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  424,071  424,071 

自己株式の取得    △502,667 △502,667 

自己株式の処分      

持分法の適用範囲の変

動 
  △90,114  △90,114 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 - - △130,860 △502,667 △633,528 

当期末残高 3,962,632 2,301 9,831,510 △685,773 13,110,670 

 

         

 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 163,684 - 541,592 △6,609 698,668 24,206 10,400 14,477,474 

当期変動額         

剰余金の配当        △464,817 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
       424,071 

自己株式の取得        △502,667 

自己株式の処分         

持分法の適用範囲の変

動 
       △90,114 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△73,729 3,841 △18,196 △6,537 △94,621 8,671 479 △85,470 

当期変動額合計 △73,729 3,841 △18,196 △6,537 △94,621 8,671 479 △718,998 

当期末残高 89,955 3,841 523,396 △13,146 604,047 32,877 10,880 13,758,475 
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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 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(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   

税金等調整前当期純利益 565,453 767,102 

減価償却費 378,582 385,454 

のれん償却額 86,700 86,700 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,406 △1,708 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,444 △15,768 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,686 4,929 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 14,206 △16,342 

受取利息及び受取配当金 △17,885 △22,654 

為替差損益（△は益） 90,579 25,960 

支払利息 97,690 85,960 

持分法による投資損益（△は益） △119,105 △58,435 

固定資産除売却損益（△は益） △558,515 △28,567 

特許権売却損益(△は益) - △100,000 

投資有価証券評価損益（△は益） 100,004 99,626 

関係会社株式評価損益（△は益） - 12,761 

投資有価証券売却損益（△は益） 26,660 - 

出資金運用損益（△は益） - 17,788 

受取保険金 - △54,680 

災害損失 - 53,416 

売上債権の増減額（△は増加） 597,647 △260,040 

たな卸資産の増減額（△は増加） 157,101 △339,474 

仕入債務の増減額（△は減少） △605,482 546,681 

その他 36,546 34,042 

小計 829,648 1,222,752 

利息及び配当金の受取額 31,269 40,178 

保険金の受取額 - 54,680 

利息の支払額 △95,745 △85,103 

法人税等の支払額 △288,313 △332,926 

営業活動によるキャッシュ・フロー 476,859 899,580 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,400 △2,000 

定期預金の払戻による収入 - 412,000 

有形固定資産の取得による支出 △259,352 △232,642 

有形固定資産の売却による収入 2,226,000 500,000 

有形固定資産の売却に係る手付金収入 - 120,000 

無形固定資産の取得による支出 △126,695 △113,207 

特許権売却による収入 - 100,000 

投資有価証券の取得による支出 △117,500 - 

投資有価証券の売却による収入 40,000 - 

匿名組合出資金の払込による支出 - △985,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△886,910 - 

貸付けによる支出 △562,264 △126,200 

貸付金の回収による収入 70,201 192,943 

その他 △7,619 15,582 

投資活動によるキャッシュ・フロー 373,458 △118,523 

 

（以下省略）
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【訂正後】 

 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(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   

税金等調整前当期純利益 565,453 767,102 

減価償却費 378,582 385,454 

のれん償却額 86,700 86,700 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,406 △1,708 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,444 △15,768 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,686 4,929 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 14,206 △16,342 

受取利息及び受取配当金 △17,885 △22,654 

為替差損益（△は益） 90,579 25,960 

支払利息 97,690 85,960 

持分法による投資損益（△は益） △119,105 △58,435 

固定資産除売却損益（△は益） △558,515 △28,567 

特許権売却益 - △100,000 

投資有価証券評価損益（△は益） 100,004 99,626 

関係会社株式評価損益（△は益） - 12,761 

投資有価証券売却損益（△は益） 26,660 - 

出資金運用損益（△は益） - 17,788 

受取保険金 - △54,680 

災害による損失 - 53,416 

売上債権の増減額（△は増加） 597,647 △260,040 

たな卸資産の増減額（△は増加） 157,101 △339,474 

仕入債務の増減額（△は減少） △605,482 546,681 

未払消費税等の増減額（△は減少） 70,419 △65,566 

その他 △33,872 △133,750 

小計 829,648 989,392 

利息及び配当金の受取額 31,269 40,178 

保険金の受取額 - 54,680 

利息の支払額 △95,745 △85,103 

法人税等の支払額 △288,313 △332,926 

営業活動によるキャッシュ・フロー 476,859 666,220 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,400 △2,000 

定期預金の払戻による収入 - 412,000 

有形固定資産の取得による支出 △259,352 △232,642 

有形固定資産の売却による収入 2,226,000 500,000 

有形固定資産の売却に係る手付金収入 - 120,000 

無形固定資産の取得による支出 △126,695 △113,207 

特許権売却による収入 - 100,000 

投資有価証券の取得による支出 △117,500 - 

投資有価証券の売却による収入 40,000 233,359 

匿名組合出資金の払込による支出 - △985,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△886,910 - 

貸付けによる支出 △562,264 △126,200 

貸付金の回収による収入 70,201 192,943 

その他 △7,619 15,582 

投資活動によるキャッシュ・フロー 373,458 114,836 

 

（以下省略） 
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（１株当たり情報） 

 

【訂正前】 

 

 

前連結会計年度 

（自 2017年４月１日 

至 2018年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日） 
 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益金額 
 

 

1,563円15銭 

38円13銭 
 

 

1,581円40銭 

46円55銭 
 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 38円04銭 46円37銭 

（注）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 2017年４月１日 

至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 352,219 424,071 

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

（千円） 
352,219 424,071 

期中平均株式数（千株） 9,236 9,110 

   

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（千株） 21 33 

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 

－ － 
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【訂正後】 

 

 

前連結会計年度 

（自 2017年４月１日 

至 2018年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日） 
 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益金額 
 

 

1,563円15銭 

38円13銭 
 

 

1,580円27銭 

46円55銭 
 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 38円04銭 46円37銭 

（注）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 2017年４月１日 

至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 352,219 424,071 

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

（千円） 
352,219 424,071 

期中平均株式数（千株） 9,236 9,110 

   

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（千株） 21 33 

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 

－ － 

 

 


