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※訂正　



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
 平成27年12月に締結をしたファクタリング取引契約における売掛債権の取扱いに一部誤謬がありましたため、平成31

年３月28日に提出いたしました第55期（自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日）に係る有価証券報告書の記載

事項の一部を訂正する必要が生じましたので、有価証券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 企業の概況

 

３【訂正箇所】
 訂正箇所は＿＿＿を付しております。
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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】

提出会社の経営指標等

  （訂正前）

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月 平成30年12月 

売上高 (千円) 682,759 715,968 712,947 593,783 674,117 

経常利益又は経常損失

（△） 
(千円) △86,709 △576 △60,511 △71,188 9,911 

当期純利益又は当期純

損失（△） 
(千円) △109,510 △3,579 △68,195 △75,478 2,535 

持分法を適用した場合

の投資利益 
(千円) － － － － － 

資本金 (千円) 1,022,403 1,037,433 1,037,433 1,221,183 1,221,183 

発行済株式総数 (千株) 14,700 15,000 15,000 18,500 18,500 

純資産額 (千円) 257,221 282,864 213,981 506,002 508,537 

総資産額 (千円) 474,881 480,475 383,595 613,298 657,891 

１株当たり純資産額 (円) 17.39 18.81 14.26 27.35 27.49 

１株当たり配当額 

(円) 

－ － － － － 

（うち１株当たり中間

配当額） 
(－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益又は１

株当たり当期純損失（△） 
(円) △8.61 △0.24 △4.55 △4.49 0.14 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 53.8 58.7 55.8 82.5 77.3 

自己資本利益率 (％) △53.4 △1.3 △27.5 △21.0 0.5 

株価収益率 (倍) △14.16 △400.00 △18.90 △45.66 571.43 

配当性向 (％) － － － － － 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) △30,961 17,455 △43,222 △91,444 △35,587 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) △41,051 △18,314 △8,532 △60,167 5,083 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) 155,192 7,275 △17,714 321,389 29,960 

現金及び現金同等物の

期末残高 
(千円) 297,010 303,426 233,957 403,735 403,191 

従業員数 

(人) 

70 57 50 39 35 

（外、平均臨時雇用者

数） 
(－) (1) (1) (1) (1) 

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

２．売上高につきましては、消費税等を含んでおりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、第51期から第53期は関連会社がないため、第54期及び第55期は関連会社はあるも

のの、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため記載を省略しております。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、第51期及び第52期については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。第53期及び第54期については１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。第55期については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 
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  （訂正後） 

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月 平成30年12月 

売上高 (千円) 682,759 715,968 712,947 593,783 674,117 

経常利益又は経常損失

（△） 
(千円) △86,709 △576 △60,511 △71,188 9,911 

当期純利益又は当期純

損失（△） 
(千円) △109,510 △3,579 △68,195 △75,478 2,535 

持分法を適用した場合

の投資利益 
(千円) － － － － － 

資本金 (千円) 1,022,403 1,037,433 1,037,433 1,221,183 1,221,183 

発行済株式総数 (千株) 14,700 15,000 15,000 18,500 18,500 

純資産額 (千円) 257,221 282,864 213,981 506,002 508,537 

総資産額 (千円) 474,881 519,455 383,595 613,298 657,891 

１株当たり純資産額 (円) 17.39 18.81 14.26 27.35 27.49 

１株当たり配当額 

(円) 

－ － － － － 

（うち１株当たり中間

配当額） 
(－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益又は１

株当たり当期純損失（△） 
(円) △8.61 △0.24 △4.55 △4.49 0.14 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 53.8 54.3 55.8 82.5 77.3 

自己資本利益率 (％) △53.4 △1.3 △27.5 △21.0 0.5 

株価収益率 (倍) △14.16 △400.00 △18.90 △45.66 571.43 

配当性向 (％) － － － － － 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) △30,961 17,455 △43,222 △91,444 △35,587 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) △41,051 △18,314 △8,532 △60,167 5,083 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) 155,192 7,275 △17,714 321,389 29,960 

現金及び現金同等物の

期末残高 
(千円) 297,010 303,426 233,957 403,735 403,191 

従業員数 

(人) 

70 57 50 39 35 

（外、平均臨時雇用者

数） 
(－) (1) (1) (1) (1) 

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

２．売上高につきましては、消費税等を含んでおりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、第51期から第53期は関連会社がないため、第54期及び第55期は関連会社はあるも

のの、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため記載を省略しております。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、第51期及び第52期については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。第53期及び第54期については１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。第55期については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 
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