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平成21年９月11日に提出いたしました第60期第１四半期(自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31

日)の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。 

また、四半期連結財務諸表のXBRLデータの当該箇所の訂正を行いましたので、あわせて提出いたしま

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 

第２ 事業の状況 

１ 生産、受注及び販売の状況 

(3) 仕入実績 

(4) 販売実績 

４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

(1) 業績の状況 

(2) キャッシュ・フローの状況 

第５ 経理の状況 

１ 四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(2) 四半期連結損益計算書 

  第１四半期連結累計期間 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

注記事項 

(セグメント情報) 

 事業の種類別セグメント情報 

(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】
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(訂正前) 

  

 
《注記省略》 

  

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】

回次
第59期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第60期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第59期

会計期間

自 平成20年
  ５月１日 
至 平成20年 
  ７月31日

自 平成21年
  ５月１日 
至 平成21年 
  ７月31日

自 平成20年
  ５月１日 
至 平成21年 
  ４月30日

売上高 (千円) 7,019,416 2,830,156 26,719,980

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 121,306 △316,549 83,414

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△)

(千円) 75,837 △264,227 △203,208

純資産額 (千円) 10,110,028 9,007,285 9,356,428

総資産額 (千円) 23,981,057 15,490,434 17,912,432

１株当たり純資産額 (円) 1,061.64 965.18 1,003.31

１株当たり四半期純利益 
又は四半期(当期)純損失
(△)

(円) 8.12 △28.33 △21.78

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 41.30 58.10 52.23

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,535,517 175,213 1,588,399

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △212,568 △13,467 △434,331

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △124,371 112,190 △283,844

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 310,768 3,369,274 3,049,328

従業員数 (名) 379 362 339
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(訂正後) 

  

 
《注記省略》 

  

回次
第59期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第60期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第59期

会計期間

自 平成20年
  ５月１日 
至 平成20年 
  ７月31日

自 平成21年
  ５月１日 
至 平成21年 
  ７月31日

自 平成20年
  ５月１日 
至 平成21年 
  ４月30日

売上高 (千円) 7,019,416 2,567,806 26,719,980

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 121,306 △331,102 83,414

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△)

(千円) 75,837 △272,959 △203,208

純資産額 (千円) 10,110,028 8,998,553 9,356,428

総資産額 (千円) 23,981,057 15,418,516 17,912,432

１株当たり純資産額 (円) 1,061.64 964.24 1,003.31

１株当たり四半期純利益 
又は四半期(当期)純損失
(△)

(円) 8.12 △29.27 △21.78

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 41.30 58.31 52.23

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,535,517 175,213 1,588,399

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △212,568 △13,467 △434,331

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △124,371 112,190 △283,844

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 310,768 3,369,274 3,049,328

従業員数 (名) 379 362 339
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当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

  

(訂正前) 

  

 
《注記省略》 

  

(訂正後) 

  

 
《注記省略》 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

  

(訂正前) 

  

 
(注) １ ( )は輸出高であり内数であります。 

２ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

３ 前第１四半期連結会計期間および当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販

売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(3) 仕入実績

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

製造販売事業 2,301,717 △54.3

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

製造販売事業 2,053,920 △59.2

(4) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

製造販売事業
2,752,407

(70,320)
△60.1

(△82.6)

賃貸・保険サービス事業 77,749 △30.5

合計
2,830,156

(70,320)
△59.6

(△82.6)

相手先

前第１四半期連結会計期間
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱オーエスツールジャパン ― ― 311,850 11.0
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(訂正後) 

  

 
(注) １ ( )は輸出高であり内数であります。 

２ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社および連結子会社)

が判断したものであります。 

  

(訂正前) 

《前略》 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は28億３千万円と前年同四半期

に比べ41億８千９百万円(△59.6％)の減収となりました。営業損失は３億３千４百万円と前年同四半期

に比べ４億３百万円(前年同四半期は６千８百万円の営業利益)、経常損失は３億１千６百万円と前年同

四半期に比べ４億３千７百万円(前年同四半期は１億２千１百万円の経常利益)、四半期純損失は２億６

千４百万円と前年同四半期に比べ３億４千万円(前年同四半期は７千５百万円の四半期純利益)とそれぞ

れ減益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(製造販売事業) 

製造販売事業につきましては、売上高は27億５千２百万円と前年同四半期に比べ41億７千３百万円

(△60.2％)の減収となり、営業損失は３億５千万円と前年同四半期に比べ４億１千５百万円(前年同四

半期は６千４百万円の営業利益)の減益となりました。 

《以下省略》 

  

(訂正後) 

《前略》 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は25億６千７百万円と前年同四

半期に比べ44億５千１百万円(△63.4％)の減収となりました。営業損失は３億４千９百万円と前年同四

半期に比べ４億１千７百万円(前年同四半期は６千８百万円の営業利益)、経常損失は３億３千１百万円

と前年同四半期に比べ４億５千２百万円(前年同四半期は１億２千１百万円の経常利益)、四半期純損失

は２億７千２百万円と前年同四半期に比べ３億４千８百万円(前年同四半期は７千５百万円の四半期純

利益)とそれぞれ減益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(製造販売事業) 

製造販売事業につきましては、売上高は24億９千万円と前年同四半期に比べ44億３千６百万円(△

64.0％)の減収となり、営業損失は３億６千５百万円と前年同四半期に比べ４億２千９百万円(前年同四

半期は６千４百万円の営業利益)の減益となりました。 

《以下省略》 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

製造販売事業
2,490,057

(70,320)
△63.9

(△82.6)

賃貸・保険サービス事業 77,749 △30.5

合計
2,567,806

(70,320)
△63.4

(△82.6)

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況
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(訂正前) 

《前略》 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純損失３億３百万円および仕入債務の減少によ

る23億９千万円の資金の減少等があったものの、売上債権の減少による24億１千５百万円の資金の増加

およびその他の資産の減少による４億３千万円の資金の増加等により、１億７千５百万円となりまし

た。 

なお、得られた資金が前第１四半期連結会計期間に比べ17億１千万円増加しましたが、その主な要因

は、税金等調整前四半期純損失の計上による減少４億３千５百万円および仕入債務の減少額が増加した

ことによる資金の減少13億３千５百万円等があったものの、売上債権の減少額が増加したことによる資

金の増加21億８百万円、たな卸資産の増加額が減少したことによる資金の増加１億１千万円およびその

他の資産の減少による資金の増加９億４百万円等があったためであります。 

《以下省略》 

  

(訂正後) 

《前略》 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純損失３億１千８百万円および仕入債務の減少

による24億５千３百万円の資金の減少等があったものの、売上債権の減少による26億９千万円の資金の

増加およびその他の資産の減少による２億３千２百万円の資金の増加等により、１億７千５百万円とな

りました。 

なお、得られた資金が前第１四半期連結会計期間に比べ17億１千万円増加しましたが、その主な要因

は、税金等調整前四半期純損失の計上による減少４億４千９百万円および仕入債務の減少額が増加した

ことによる資金の減少13億９千９百万円等があったものの、売上債権の減少額が増加したことによる資

金の増加23億８千３百万円、たな卸資産の増加額が減少したことによる資金の増加１億１千万円および

その他の資産の減少による資金の増加７億６百万円等があったためであります。 

《以下省略》 

  

(2) キャッシュ・フローの状況
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(訂正前) 

 
  

第５ 【経理の状況】

１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,389,274 3,069,328

受取手形及び売掛金 5,042,167 7,437,298

有価証券 24,030 20,425

商品及び製品 511,327 398,713

仕掛品 184,430 146,486

原材料 280,112 277,708

その他 871,077 1,247,985

貸倒引当金 △24,861 △36,052

流動資産合計 10,277,558 12,561,893

固定資産

有形固定資産

土地 1,674,335 1,674,335

その他（純額） ※1 1,423,194 ※1  1,437,070

有形固定資産合計 3,097,530 3,111,406

無形固定資産

のれん 38,740 －

その他 239,039 247,661

無形固定資産合計 277,779 247,661

投資その他の資産 ※2 1,837,566 ※2 1,991,470

固定資産合計 5,212,875 5,350,539

資産合計 15,490,434 17,912,432
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,389,274 3,069,328

受取手形及び売掛金 4,766,700 7,437,298

有価証券 24,030 20,425

商品及び製品 511,327 398,713

仕掛品 184,430 146,486

原材料 280,112 277,708

その他 1,068,805 1,247,985

貸倒引当金 △24,861 △36,052

流動資産合計 10,199,819 12,561,893

固定資産

有形固定資産

土地 1,674,335 1,674,335

その他（純額） ※1 1,423,194 ※1  1,437,070

有形固定資産合計 3,097,530 3,111,406

無形固定資産

のれん 38,740 －

その他 239,039 247,661

無形固定資産合計 277,779 247,661

投資その他の資産 ※2 1,843,387 ※2 1,991,470

固定資産合計 5,218,697 5,350,539

資産合計 15,418,516 17,912,432
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(訂正前) 

 
  

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年４月30日)

負債の部 

流動負債

支払手形及び買掛金 4,212,504 6,563,882

短期借入金 1,296,000 1,180,000

1年内返済予定の長期借入金 126,816 93,456

未払法人税等 2,808 11,651

賞与引当金 48,810 －

その他 411,505 341,269

流動負債合計 6,098,444 8,190,259

固定負債

長期借入金 128,263 90,547

退職給付引当金 58,297 53,684

役員退職慰労引当金 56,339 72,246

負ののれん 94,702 100,404

その他 47,102 48,862

固定負債合計 384,705 365,744

負債合計 6,483,149 8,556,004

純資産の部

株主資本

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 751,733 751,733

利益剰余金 7,434,314 7,789,326

自己株式 △155,558 △155,305

株主資本合計 9,058,567 9,413,832

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 44,430 20,345

為替換算調整勘定 △102,950 △77,749

評価・換算差額等合計 △58,519 △57,404

少数株主持分 7,238 －

純資産合計 9,007,285 9,356,428

負債純資産合計 15,490,434 17,912,432
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,149,317 6,563,882

短期借入金 1,296,000 1,180,000

1年内返済予定の長期借入金 126,816 93,456

未払法人税等 2,808 11,651

賞与引当金 48,810 －

その他 411,505 341,269

流動負債合計 6,035,257 8,190,259

固定負債

長期借入金 128,263 90,547

退職給付引当金 58,297 53,684

役員退職慰労引当金 56,339 72,246

負ののれん 94,702 100,404

その他 47,102 48,862

固定負債合計 384,705 365,744

負債合計 6,419,962 8,556,004

純資産の部

株主資本

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 751,733 751,733

利益剰余金 7,425,582 7,789,326

自己株式 △155,558 △155,305

株主資本合計 9,049,835 9,413,832

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 44,430 20,345

為替換算調整勘定 △102,950 △77,749

評価・換算差額等合計 △58,519 △57,404

少数株主持分 7,238 －

純資産合計 8,998,553 9,356,428

負債純資産合計 15,418,516 17,912,432
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(訂正前) 

 
  

(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年７月31日)

売上高 7,019,416 2,830,156

売上原価 6,275,408 2,649,972

売上総利益 744,007 180,183

販売費及び一般管理費 ※ 675,892 ※  515,173

営業利益又は営業損失（△） 68,115 △334,989

営業外収益

受取利息 3,042 5,306

受取配当金 4,687 2,412

受取賃貸料 15,055 5,044

為替差益 33,908 －

持分法による投資利益 7,464 13,809

その他 10,688 17,233

営業外収益合計 74,846 43,807

営業外費用

支払利息 7,777 5,882

賃貸費用 11,963 2,676

為替差損 － 13,562

その他 1,914 3,245

営業外費用合計 21,654 25,366

経常利益又は経常損失（△） 121,306 △316,549

特別利益

固定資産売却益 3,978 2,429

投資有価証券売却益 5,499 －

貸倒引当金戻入額 1,161 11,328

特別利益合計 10,639 13,757

特別損失

固定資産除売却損 5 673

特別損失合計 5 673

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

131,940 △303,465

法人税、住民税及び事業税 12,964 3,021

法人税等調整額 46,238 △41,098

法人税等合計 59,203 △38,077

少数株主損失（△） △3,100 △1,160

四半期純利益又は四半期純損失（△） 75,837 △264,227
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年７月31日)

売上高 7,019,416 2,567,806

売上原価 6,275,408 2,402,175

売上総利益 744,007 165,630

販売費及び一般管理費 ※ 675,892 ※  515,173

営業利益又は営業損失（△） 68,115 △349,542

営業外収益

受取利息 3,042 5,306

受取配当金 4,687 2,412

受取賃貸料 15,055 5,044

為替差益 33,908 －

持分法による投資利益 7,464 13,809

その他 10,688 17,233

営業外収益合計 74,846 43,807

営業外費用

支払利息 7,777 5,882

賃貸費用 11,963 2,676

為替差損 － 13,562

その他 1,914 3,245

営業外費用合計 21,654 25,366

経常利益又は経常損失（△） 121,306 △331,102

特別利益

固定資産売却益 3,978 2,429

投資有価証券売却益 5,499 －

貸倒引当金戻入額 1,161 11,328

特別利益合計 10,639 13,757

特別損失

固定資産除売却損 5 673

特別損失合計 5 673

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

131,940 △318,018

法人税、住民税及び事業税 12,964 3,021

法人税等調整額 46,238 △46,920

法人税等合計 59,203 △43,898

少数株主損失（△） △3,100 △1,160

四半期純利益又は四半期純損失（△） 75,837 △272,959
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(訂正前) 

 
  

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

131,940 △303,465

減価償却費 119,767 55,852

のれん償却額 － 2,371

負ののれん償却額 △643 △5,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,161 △11,328

賞与引当金の増減額（△は減少） 100,403 48,810

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,300 △7,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,420 4,612

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52,447 △15,907

受取利息及び受取配当金 △7,729 △7,718

支払利息 7,777 5,882

為替差損益（△は益） △6,099 8,863

持分法による投資損益（△は益） △7,464 △13,809

投資有価証券売却損益（△は益） △5,499 －

固定資産売却損益（△は益） △3,978 △2,417

固定資産除却損 5 661

その他の損益（△は益） △902 1,123

売上債権の増減額（△は増加） 306,982 2,415,504

たな卸資産の増減額（△は増加） △264,320 △153,735

リース投資資産の増減額（△は増加） － 47,731

その他の資産の増減額（△は増加） △474,259 430,032

仕入債務の増減額（△は減少） △1,054,323 △2,390,191

その他の負債の増減額（△は減少） △121,490 72,087

小計 △1,349,322 181,859

利息及び配当金の受取額 7,919 8,426

利息の支払額 △7,545 △5,993

法人税等の支払額 △186,569 △9,079

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,535,517 175,213
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

131,940 △318,018

減価償却費 119,767 55,852

のれん償却額 － 2,371

負ののれん償却額 △643 △5,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,161 △11,328

賞与引当金の増減額（△は減少） 100,403 48,810

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,300 △7,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,420 4,612

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52,447 △15,907

受取利息及び受取配当金 △7,729 △7,718

支払利息 7,777 5,882

為替差損益（△は益） △6,099 8,863

持分法による投資損益（△は益） △7,464 △13,809

投資有価証券売却損益（△は益） △5,499 －

固定資産売却損益（△は益） △3,978 △2,417

固定資産除却損 5 661

その他の損益（△は益） △902 1,123

売上債権の増減額（△は増加） 306,982 2,690,972

たな卸資産の増減額（△は増加） △264,320 △153,735

リース投資資産の増減額（△は増加） － 47,731

その他の資産の増減額（△は増加） △474,259 232,304

仕入債務の増減額（△は減少） △1,054,323 △2,453,378

その他の負債の増減額（△は減少） △121,490 72,087

小計 △1,349,322 181,859

利息及び配当金の受取額 7,919 8,426

利息の支払額 △7,545 △5,993

法人税等の支払額 △186,569 △9,079

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,535,517 175,213
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日) 

  

(訂正前) 

  

 
《注記省略》 

  

(訂正後) 

  

 
《注記省略》 

  

【注記事項】

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

製造販売事業
(千円)

賃貸・保険
サービス事業 

(千円)
計(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 2,752,407 77,749 2,830,156 ― 2,830,156

 (2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 4,845 4,845 (4,845) ―

計 2,752,407 82,595 2,835,002 (4,845) 2,830,156

営業利益又は営業損失(△) △350,458 15,257 △335,200 211 △334,989

製造販売事業
(千円)

賃貸・保険
サービス事業 

(千円)
計(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 2,490,057 77,749 2,567,806 ― 2,567,806

 (2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― 4,845 4,845 (4,845) ―

計 2,490,057 82,595 2,572,652 (4,845) 2,567,806

営業利益又は営業損失(△) △365,011 15,257 △349,753 211 △349,542
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(訂正前) 

  

 
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

(訂正後) 

  

 
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

１ １株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末 
(平成21年４月30日)

 
１株当たり純資産額 965.18円 １株当たり純資産額 1,003.31円

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末
(平成21年４月30日)

純資産の部の合計額(千円) 9,007,285 9,356,428

純資産の部の合計額から控除する金額
(千円)

7,238 ―

(うち少数株主持分)(千円) 7,238 ―

普通株式に係る純資産額(千円) 9,000,047 9,356,428

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(株)

9,324,700 9,325,500

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末 
(平成21年４月30日)

 
１株当たり純資産額 964.24円 １株当たり純資産額 1,003.31円

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末
(平成21年４月30日)

純資産の部の合計額(千円) 8,998,553 9,356,428

純資産の部の合計額から控除する金額
(千円)

7,238 ―

(うち少数株主持分)(千円) 7,238 ―

普通株式に係る純資産額(千円) 8,991,315 9,356,428

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(株)

9,324,700 9,325,500

― 17 ―



  

(訂正前) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第１四半期連結累計期間は潜在株式がないため、当

第１四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

(訂正後) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第１四半期連結累計期間は潜在株式がないため、当

第１四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年７月31日)

１株当たり四半期純利益 8.12円 １株当たり四半期純損失 28.33円

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年７月31日)

四半期純利益 
又は四半期純損失(△)(千円)

75,837 △264,227

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益 
又は四半期純損失(△)(千円)

75,837 △264,227

普通株式の期中平均株式数(株) 9,330,050 9,324,887

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年７月31日)

１株当たり四半期純利益 8.12円 １株当たり四半期純損失 29.27円

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
至 平成20年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成21年７月31日)

四半期純利益 
又は四半期純損失(△)(千円)

75,837 △272,959

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益 
又は四半期純損失(△)(千円)

75,837 △272,959

普通株式の期中平均株式数(株) 9,330,050 9,324,887
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成21年12月８日

【会社名】 株式会社ナ・デックス

【英訳名】 NADEX CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  桑 原 敏 郎

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 名古屋市中区古渡町９番27号

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所

 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号)



当社代表取締役社長桑原敏郎は、当社の第60期第１四半期(自 平成21年５月１日 至 平成21年７月

31日)の四半期報告書の訂正報告書の記載内容が、金融商品取引法令に基づき適正に記載されていること

を確認いたしました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


