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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年10月14日に提出いたしました第56期第２四半期（自　2020年６月１日　至　2020年８月31日）四半期報告書

の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第１　企業の概要

　　１　主要な経営指標等の推移

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

第一部 【企業情報】
 

第１ 【企業の概況】
 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

（訂正前）

回次
第55期

第２四半期
連結累計期間

第56期
第２四半期
連結累計期間

第55期

会計期間
自 2019年３月１日
至 2019年８月31日

自 2020年３月１日
至 2020年８月31日

自 2019年３月１日
至 2020年２月29日

売上高 (千円) 2,955,493 2,125,803 5,583,318

経常利益 (千円) 161,371 103,928 255,531

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 110,207 54,529 172,984

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 110,302 54,380 173,897

純資産額 (千円) 1,636,472 1,688,715 1,700,163

総資産額 (千円) 2,689,138 2,628,033 2,675,054

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 92.08 45.56 144.54

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 92.03 45.54 144.44

自己資本比率 (％) 60.9 64.3 63.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 182,491 194,358 196,171

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △39,651 △26,130 △83,725

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △64,095 △89,939 △69,082

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 814,966 857,873 779,584
 

 

回次
第55期

第２四半期連結
会計期間

第56期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自 2019年６月１日
至 2019年８月31日

自 2020年６月１日
至 2020年８月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.21 1.68
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（訂正後）

回次
第55期

第２四半期
連結累計期間

第56期
第２四半期
連結累計期間

第55期

会計期間
自 2019年３月１日
至 2019年８月31日

自 2020年３月１日
至 2020年８月31日

自 2019年３月１日
至 2020年２月29日

売上高 (千円) 2,955,493 2,125,803 5,583,318

経常利益 (千円) 161,371 103,928 255,531

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 110,207 54,529 172,984

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 110,302 54,380 173,897

純資産額 (千円) 1,636,472 1,688,715 1,700,163

総資産額 (千円) 2,689,138 2,628,033 2,675,054

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 92.08 45.56 144.54

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 92.03 45.54 144.44

自己資本比率 (％) 60.9 64.3 63.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 182,491 194,358 196,171

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △39,651 △26,130 △83,725

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △64,095 △89,939 △69,082

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 814,966 857,873 779,584
 

 

回次
第55期

第２四半期連結
会計期間

第56期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自 2019年６月１日
至 2019年８月31日

自 2020年６月１日
至 2020年８月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.21 11.25
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