
 

      

 平成 25 年 11 月 27 日 

 
各 位 

 

会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 小 森 伸 昭

（コード番号：8715 東証マザーズ）

問合せ先 取締役経営企画部長 須 田 一 夫

（ TEL. 03-5348-3911 ）

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 26 年３月期 第２四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

   
平成25年11月６日に発表した「平成26年３月期 第２四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連

結)」の記載内容に一部訂正がありましたので、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も送信いたします。なお、訂正箇所は下線

で表示しております。 

 

記 

 
訂正理由 

平成25年11月27日に発表した「新株予約権の年間行使限度額を超過した行使により発行された

当社株式に係る無効処理の完了および役員の処分に関するお知らせ」に記載のとおり、発行済株

式総数を訂正したため、貸借対照表の負債の部、および純資産の部を一部訂正いたします。 

なお、負債及び純資産の部合計および損益計算書に影響はございません。 

 

以 上 



 

 

 

平成 26年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年11月６日

上 場 会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社 上場取引所 東証マザーズ 

コ ー ド 番 号 8715 ＵＲＬ http://www.anicom.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小森 伸昭 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画部長 (氏名) 須田 一夫 (TEL)03(5348)3911

四半期報告書提出予定日 平成25年11月27日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：有（アナリスト・機関投資家向け） 

（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 
（１）連結経営成績                                          （％表示は、対前年中間期増減率） 

 経常収益 経常利益 中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年 ３月期中間期 8,849 11.5 300 △39.7 186 △52.2
25年 ３月期中間期 7,939 21.8 498 － 390 －

（注） 包括利益    26年 ３月期中間期  121百万円（ △69.0％）  25年 ３月期中間期  393百万円（ －％） 

 

 
１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

 円   銭 円   銭

26年 ３月期中間期 10.81 10.00
25年 ３月期中間期 23.38 21.67

 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

26年 ３月期中間期 17,416 7,989 45.9

25年 ３月期 16,872 7,805 46.3

（参考）自己資本    26年 ３月期中間期   7,989百万円     25年 ３月期   7,805百万円 

 
 
２．配当の状況 

 
年間配当金 

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

25年 ３月期 － 0.00 － 0.00 0.00
26年 ３月期 － 0.00  

26年 ３月期(予想)  － 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 
経常収益 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 ％ 円   銭

通  期 18,216 12.5 710 △15.2 443 △30.8 25.70

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有 

 

業績予想欄については、上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 

（訂正前）



 

 

※ 注記事項 
 

（１）当中間期における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 
 

 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 

② ①以外の会計方針の変更 ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：無 

④ 修正再表示 ：無 
 

 

 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年3月期中間期 17,383,200株 25年3月期 17,168,800株

② 期末自己株式数 26年3月期中間期 610株 25年3月期 610株

③ 期中平均株式数(中間期) 26年3月期中間期 17,255,381株 25年3月期中間期 16,707,407株

 
（個別業績の概要） 
１．平成26年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 
（１）個別経営成績                                                           （％表示は、対前年中間期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年 ３月期中間期 242 △5.9 35 △39.6 37 △38.9 23 △42.8
25年 ３月期中間期 257 △4.3 59 △10.2 61 △11.0 40 △66.7

 

 
１株当たり 
中間純利益 

 円   銭

26年 ３月期中間期 1.35
25年 ３月期中間期 2.44

 
（２）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26年 ３月期中間期 8,368 8,332 99.6 
25年 ３月期 8,318 8,246 99.1 

（参考）自己資本    26年 ３月期中間期  8,332百万円    25年 ３月期  8,246百万円 

 
２．平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 

 営業収益 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 495 △7.7 92 △37.3 94 △37.3 55 △45.3 3.21

業績予想欄については、上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 

 
※ 中間監査手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく中間監査手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時
点において、金融商品取引法に基づく中間連結財務諸表の監査手続は終了しておりません。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に
あたっての注意事項等については、[添付資料]Ｐ.３「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照
ください。 
 

（訂正前）



 

 

 

平成 26年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年11月６日

上 場 会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社 上場取引所 東証マザーズ 

コ ー ド 番 号 8715 ＵＲＬ http://www.anicom.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小森 伸昭 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画部長 (氏名) 須田 一夫 (TEL)03(5348)3911

四半期報告書提出予定日 平成25年11月27日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：有（アナリスト・機関投資家向け） 

（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 
（１）連結経営成績                                          （％表示は、対前年中間期増減率） 

 経常収益 経常利益 中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年 ３月期中間期 8,849 11.5 300 △39.7 186 △52.2
25年 ３月期中間期 7,939 21.8 498 － 390 －

（注） 包括利益    26年 ３月期中間期  121百万円（ △69.0％）  25年 ３月期中間期  393百万円（ －％） 

 

 
１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

 円   銭 円   銭

26年 ３月期中間期 10.84 10.00
25年 ３月期中間期 23.38 21.67

 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

26年 ３月期中間期 17,416 7,965 45.7

25年 ３月期 16,872 7,805 46.3

（参考）自己資本    26年 ３月期中間期   7,965百万円     25年 ３月期   7,805百万円 

 
 
２．配当の状況 

 
年間配当金 

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

25年 ３月期 － 0.00 － 0.00 0.00
26年 ３月期 － 0.00  

26年 ３月期(予想)  － 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 
経常収益 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 ％ 円   銭

通  期 18,216 12.5 710 △15.2 443 △30.8 25.70

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有 

 

業績予想欄については、上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 

（訂正後）



 

 

※ 注記事項 
 

（１）当中間期における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 
 

 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 

② ①以外の会計方針の変更 ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：無 

④ 修正再表示 ：無 
 

 

 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年3月期中間期 17,254,400株 25年3月期 17,168,800株

② 期末自己株式数 26年3月期中間期 610株 25年3月期 610株

③ 期中平均株式数(中間期) 26年3月期中間期 17,207,516株 25年3月期中間期 16,707,407株

 
（個別業績の概要） 
１．平成26年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 
（１）個別経営成績                                                           （％表示は、対前年中間期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年 ３月期中間期 242 △5.9 35 △39.6 37 △38.9 23 △42.8
25年 ３月期中間期 257 △4.3 59 △10.2 61 △11.0 40 △66.7

 

 
１株当たり 
中間純利益 

 円   銭

26年 ３月期中間期 1.36
25年 ３月期中間期 2.44

 
（２）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26年 ３月期中間期 8,368 8,308 99.3 
25年 ３月期 8,318 8,246 99.1 

（参考）自己資本    26年 ３月期中間期  8,308百万円    25年 ３月期  8,246百万円 

 
２．平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 

 営業収益 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 495 △7.7 92 △37.3 94 △37.3 55 △45.3 3.21

業績予想欄については、上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 

 
※ 中間監査手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく中間監査手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時
点において、金融商品取引法に基づく中間連結財務諸表の監査手続は終了しておりません。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に
あたっての注意事項等については、[添付資料]Ｐ.３「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照
ください。 
 

（訂正後）



－ 1 － 

（訂正前） 

 

１．当中間期に関する定性的情報 

（前略） 

 

（２）財政状態に関する説明 

①貸借対照表の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、17,416百万円（前連結会計年度末と比べ543百万円増）となりま

した。主な要因は、アニコム損保の営業活動により得られた資金（保険料収入）の増加に伴い、現金及び預貯金

が428百万円増加したためであります。 

 負債合計は、9,426百万円（同359百万円増）となりました。主な要因は、正味収入保険料の増加に伴い、保険

契約準備金が322百万円増加したためであります。 

 純資産合計は、中間純利益計上等により、7,989百万円（同184百万円増）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、702百万円の収入（前第２四半期

連結累計期間と比べ12百万円減）となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益を299百万円計上したほ

か、支払備金が149百万円、責任準備金が172百万円それぞれ増加したためであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、535百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は1,157百万円の支出）

となりました。主な要因は、有価証券の売却・償還により7,326百万円の収入となる一方、有価証券の取得によ

り7,628百万円の支出となったためであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、61百万円の収入（前第２四半期連結累計期間と比べ36百万円増）とな

りました。主な要因は、新株予約権の行使による株式発行により62百万円の収入となったためであります。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第中間連結会計期間末残高は、1,511百万円（前連結会計年度末と比

べ228百万円増）となりました。 

     

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年11月６日に公表いたしました「平成26年３月期業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、今後の業績推移に応じて修正の必要が生じた場合には速やかに公表いたします。 

  

（４）その他 

 当社は、平成25年11月６日に「新株予約権の年間行使限度額を超過した行使により発行された当社株式に係る

無効処理に関するお知らせ」を公表しております。 

 今後、当該無効処理により、「現金及び預貯金」ならびに「純資産の部合計」が24百万円、発行済み株式総数

が128,800株それぞれ減少する可能性がございます。また、当該無効処理により、一株当たり純資産、一株当た

り純利益、ならびに潜在株式調整後一株当たり純利益がそれぞれ変更される可能性がございます。変更の必要が

生じた場合にはいずれも速やかに公表いたします。 

   

アニコム ホールディングス（株） （8715） 　平成26年３月期　第２四半期決算短信



－ 2 － 

（訂正後） 

 

１．当中間期に関する定性的情報 

（前略） 

 

（２）財政状態に関する説明 

①貸借対照表の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、17,416百万円（前連結会計年度末と比べ543百万円増）となりま

した。主な要因は、アニコム損保の営業活動により得られた資金（保険料収入）の増加に伴い、現金及び預貯金

が428百万円増加したためであります。 

 負債合計は、9,450百万円（同383百万円増）となりました。主な要因は、正味収入保険料の増加に伴い、保険

契約準備金が322百万円増加したためであります。 

 純資産合計は、中間純利益計上等により、7,965百万円（同159百万円増）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、702百万円の収入（前第２四半期

連結累計期間と比べ12百万円減）となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益を299百万円計上したほ

か、支払備金が149百万円、責任準備金が172百万円それぞれ増加したためであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、535百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は1,157百万円の支出）

となりました。主な要因は、有価証券の売却・償還により7,326百万円の収入となる一方、有価証券の取得によ

り7,628百万円の支出となったためであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、61百万円の収入（前第２四半期連結累計期間と比べ36百万円増）とな

りました。主な要因は、新株予約権の行使による株式発行により38百万円の収入となったためであります。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第中間連結会計期間末残高は、1,511百万円（前連結会計年度末と比

べ228百万円増）となりました。 

     

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年11月６日に公表いたしました「平成26年３月期業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、今後の業績推移に応じて修正の必要が生じた場合には速やかに公表いたします。 

  

（４）（削除） 
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－ 3 － 

（訂正前） 

 

２．中間連結財務諸表 

（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）

      前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

資産の部 
  現金及び預貯金 4,986 5,414
  有価証券 9,272 9,297
  有形固定資産 86 97
  無形固定資産 373 372
  その他資産 1,940 2,091
    未収金 935 1,067
    保険業法第113条繰延資産 646 565
    その他の資産 358 458
  繰延税金資産 219 154
  貸倒引当金 △7 △12
  資産の部合計 16,872 17,416

負債の部 
  保険契約準備金 7,702 8,025
    支払備金 1,142 1,292
    責任準備金 6,560 6,733
  その他負債 1,292 1,317
  賞与引当金 69 80
  特別法上の準備金 2 3
    価格変動準備金 2 3
  負債の部合計 9,067 9,426

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 4,238 4,269
    資本剰余金 4,128 4,159
    利益剰余金 △571 △384
    自己株式 △0 △0
    株主資本合計 7,795 8,044
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 9 △54
    その他の包括利益累計額合計 9 △54
  純資産の部合計 7,805 7,989

負債及び純資産の部合計 16,872 17,416
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（訂正後） 

 

２．中間連結財務諸表 

（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）

      前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(平成25年９月30日) 

資産の部 
  現金及び預貯金 4,986 5,414
  有価証券 9,272 9,297
  有形固定資産 86 97
  無形固定資産 373 372
  その他資産 1,940 2,091
    未収金 935 1,067
    保険業法第113条繰延資産 646 565
    その他の資産 358 458
  繰延税金資産 219 154
  貸倒引当金 △7 △12
  資産の部合計 16,872 17,416

負債の部 
  保険契約準備金 7,702 8,025
    支払備金 1,142 1,292
    責任準備金 6,560 6,733
  その他負債 1,292 1,341
  賞与引当金 69 80
  特別法上の準備金 2 3
    価格変動準備金 2 3
  負債の部合計 9,067 9,450

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 4,238 4,269
    資本剰余金 4,128 4,159
    利益剰余金 △571 △409
    自己株式 △0 △0
    株主資本合計 7,795 8,020
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 9 △54
    その他の包括利益累計額合計 9 △54
  純資産の部合計 7,805 7,965

負債及び純資産の部合計 16,872 17,416
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（訂正前） 

 

（３）中間連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

        
前中間連結会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

株主資本 
  資本金 
    当期首残高 4,194 4,238
    当中間期変動額 
      新株の発行 13 31
      当中間期変動額合計 13 31
    当中間期末残高 4,208 4,269
  資本剰余金 
    当期首残高 4,084 4,128
    当中間期変動額 
      新株の発行 13 31
      当中間期変動額合計 13 31
    当中間期末残高 4,097 4,159
  利益剰余金 
    当期首残高 △1,211 △571
    当中間期変動額 
      中間純利益 390 186
      当中間期変動額合計 390 186
    当中間期末残高 △821 △384
  自己株式 
    当期首残高 △0 △0
    当中間期末残高 △0 △0
  株主資本合計 
    当期首残高 7,067 7,795
    当中間期変動額 
      新株の発行 26 62
      中間純利益 390 186
      当中間期変動額合計 416 248
    当中間期末残高 7,484 8,044
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（単位：百万円）

        
前中間連結会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 
    当期首残高 3 9
    当中間期変動額 

      株主資本以外の項目の当中間期変動額

（純額） 
2 △64

      当中間期変動額合計 2 △64
    当中間期末残高 6 △54
  その他の包括利益累計額合計 
    当期首残高 3 9
    当中間期変動額 

      株主資本以外の項目の当中間期変動額

（純額） 
2 △64

      当中間期変動額合計 2 △64
    当中間期末残高 6 △54

純資産合計 
  当期首残高 7,071 7,805
  当中間期変動額 
    新株の発行 26 62
    中間純利益 390 186

    株主資本以外の項目の当中間期変動額（純

額） 
2 △64

    当中間期変動額合計 419 184
  当中間期末残高 7,491 7,989
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（訂正後） 

 

（３）中間連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

        
前中間連結会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

株主資本 
  資本金 
    当期首残高 4,194 4,238
    当中間期変動額 
      新株の発行 13 31
      当中間期変動額合計 13 31
    当中間期末残高 4,208 4,269
  資本剰余金 
    当期首残高 4,084 4,128
    当中間期変動額 
      新株の発行 13 31
      新株発行無効による減少 － △24
      利益剰余金から資本剰余金への振替 － 24
      当中間期変動額合計 13 31
    当中間期末残高 4,097 4,159
  利益剰余金 
    当期首残高 △1,211 △571
    当中間期変動額 
      中間純利益 390 186
      利益剰余金から資本剰余金への振替 － △24
      当中間期変動額合計 390 162
    当中間期末残高 △821 △409
  自己株式 
    当期首残高 △0 △0
    当中間期末残高 △0 △0
  株主資本合計 
    当期首残高 7,067 7,795
    当中間期変動額 
      新株の発行 26 62
      中間純利益 390 186
      新株発行無効による減少 － △24
      利益剰余金から資本剰余金への振替 － －
      当中間期変動額合計 416 224
    当中間期末残高 7,484 8,020
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－ 8 － 

（単位：百万円）

        
前中間連結会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 
    当期首残高 3 9
    当中間期変動額 

      株主資本以外の項目の当中間期変動額

（純額） 
2 △64

      当中間期変動額合計 2 △64
    当中間期末残高 6 △54
  その他の包括利益累計額合計 
    当期首残高 3 9
    当中間期変動額 

      株主資本以外の項目の当中間期変動額

（純額） 
2 △64

      当中間期変動額合計 2 △64
    当中間期末残高 6 △54

純資産合計 
  当期首残高 7,071 7,805
  当中間期変動額 
    新株の発行 26 62
    中間純利益 390 186
    新株発行無効による減少 － △24
    利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

    株主資本以外の項目の当中間期変動額（純

額） 
2 △64

    当中間期変動額合計 419 159
  当中間期末残高 7,491 7,965
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－ 9 － 

（訂正前） 

 

（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

    
前中間連結会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  税金等調整前中間純利益 497 299
  減価償却費 45 41
  支払備金の増減額（△は減少） 226 149
  責任準備金の増減額（△は減少） △211 172
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 5
  賞与引当金の増減額（△は減少） 6 10
  価格変動準備金の増減額（△は減少） 0 1
  利息及び配当金収入 △62 △10
  有価証券関係損益（△は益） △8 △21
  支払利息 0 0
  有形固定資産関係損益（△は益） 0 0

  その他資産（除く投資活動関連、財務活動関

連）の増減額（△は増加） 
53 61

  その他負債（除く投資活動関連、財務活動関

連）の増減額（△は減少） 
146 31

  小計 698 741
  利息及び配当金の受取額 40 11
  利息の支払額 △0 △0
  法人税等の支払額 △23 △49
  営業活動によるキャッシュ・フロー 714 702

投資活動によるキャッシュ・フロー 
  預貯金の純増減額（△は増加） △400 △200
  有価証券の取得による支出 △4,680 △7,628
  有価証券の売却・償還による収入 3,964 7,326
  資産運用活動計 △1,115 △501
  営業活動及び資産運用活動計 △400 200
  有形固定資産の取得による支出 △22 △14
  その他 △19 △19
  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,157 △535

財務活動によるキャッシュ・フロー 
  株式の発行による収入 26 62
  リース債務の返済による支出 △1 △1
  財務活動によるキャッシュ・フロー 24 61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △417 228

現金及び現金同等物の期首残高 1,543 1,283

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,126 1,511
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（訂正後） 

 

（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

    
前中間連結会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  税金等調整前中間純利益 497 299
  減価償却費 45 41
  支払備金の増減額（△は減少） 226 149
  責任準備金の増減額（△は減少） △211 172
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 5
  賞与引当金の増減額（△は減少） 6 10
  価格変動準備金の増減額（△は減少） 0 1
  利息及び配当金収入 △62 △10
  有価証券関係損益（△は益） △8 △21
  支払利息 0 0
  有形固定資産関係損益（△は益） 0 0

  その他資産（除く投資活動関連、財務活動関

連）の増減額（△は増加） 
53 61

  その他負債（除く投資活動関連、財務活動関

連）の増減額（△は減少） 
146 31

  小計 698 741
  利息及び配当金の受取額 40 11
  利息の支払額 △0 △0
  法人税等の支払額 △23 △49
  営業活動によるキャッシュ・フロー 714 702

投資活動によるキャッシュ・フロー 
  預貯金の純増減額（△は増加） △400 △200
  有価証券の取得による支出 △4,680 △7,628
  有価証券の売却・償還による収入 3,964 7,326
  資産運用活動計 △1,115 △501
  営業活動及び資産運用活動計 △400 200
  有形固定資産の取得による支出 △22 △14
  その他 △19 △19
  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,157 △535

財務活動によるキャッシュ・フロー 
  株式の発行による収入 26 38
  リース債務の返済による支出 △1 △1
  その他 － 24
  財務活動によるキャッシュ・フロー 24 61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △417 228

現金及び現金同等物の期首残高 1,543 1,283

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,126 1,511
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（訂正前） 

 

３．中間財務諸表 

（１）中間貸借対照表 

（単位：百万円）

          前事業年度 

(平成25年３月31日) 

当中間会計期間 

(平成25年９月30日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 910 803
    売掛金 52 44
    有価証券 669 －
    その他 42 41
    繰延税金資産 8 7
    流動資産合計 1,683 897
  固定資産 
    有形固定資産 47 44
    無形固定資産 13 11
    投資その他の資産 
      関係会社株式 6,534 7,374
      その他 40 40
      投資その他の資産合計 6,574 7,414
    固定資産合計 6,635 7,470
  資産合計 8,318 8,368

負債の部 
  流動負債 
    未払法人税等 45 10
    賞与引当金 1 1
    その他 24 23
    流動負債合計 71 35
  負債合計 71 35

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 4,238 4,269
    資本剰余金 
      資本準備金 4,128 4,159
      その他資本剰余金 － －
      資本剰余金合計 4,128 4,159
    利益剰余金 
      その他利益剰余金 
        繰越利益剰余金 △120 △97
      利益剰余金合計 △120 △97
    自己株式 △0 △0
    株主資本合計 8,246 8,332
  純資産合計 8,246 8,332

負債純資産合計 8,318 8,368
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（訂正後） 

 

３．中間財務諸表 

（１）中間貸借対照表 

（単位：百万円）

          前事業年度 

(平成25年３月31日) 

当中間会計期間 

(平成25年９月30日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 910 803
    売掛金 52 44
    有価証券 669 －
    その他 42 41
    繰延税金資産 8 7
    流動資産合計 1,683 897
  固定資産 
    有形固定資産 47 44
    無形固定資産 13 11
    投資その他の資産 
      関係会社株式 6,534 7,374
      その他 40 40
      投資その他の資産合計 6,574 7,414
    固定資産合計 6,635 7,470
  資産合計 8,318 8,368

負債の部 
  流動負債 
    未払法人税等 45 10
    賞与引当金 1 1
    その他 24 48
    流動負債合計 71 60
  負債合計 71 60

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 4,238 4,269
    資本剰余金 
      資本準備金 4,128 4,159
      その他資本剰余金 － －
      資本剰余金合計 4,128 4,159
    利益剰余金 
      その他利益剰余金 
        繰越利益剰余金 △120 △121
      利益剰余金合計 △120 △121
    自己株式 △0 △0
    株主資本合計 8,246 8,308
  純資産合計 8,246 8,308

負債純資産合計 8,318 8,368
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（訂正前） 

 

（３）中間株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

            
前中間会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

株主資本 
  資本金 
    当期首残高 4,194 4,238
    当中間期変動額 
      新株の発行 13 31
      当中間期変動額合計 13 31
    当中間期末残高 4,208 4,269
  資本剰余金 
    資本準備金 
      当期首残高 4,084 4,128
      当中間期変動額 
        新株の発行 13 31
        当中間期変動額合計 13 31
      当中間期末残高 4,097 4,159
    資本剰余金合計 
      当期首残高 4,084 4,128
      当中間期変動額 
        新株の発行 13 31
        当中間期変動額合計 13 31
      当中間期末残高 4,097 4,159
  利益剰余金 
    その他利益剰余金 
      繰越利益剰余金 
        当期首残高 △221 △120
        当中間期変動額 
          中間純利益 40 23
          当中間期変動額合計 40 23
        当中間期末残高 △180 △97
    利益剰余金合計 
      当期首残高 △221 △120
      当中間期変動額 
        中間純利益 40 23
        当中間期変動額合計 40 23
      当中間期末残高 △180 △97
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（単位：百万円）

          
前中間会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 
  自己株式 
    当期首残高 △0 △0
    当中間期末残高 △0 △0
  株主資本合計 
    当期首残高 8,058 8,246
    当中間期変動額 
      新株の発行 26 62
      中間純利益 40 23
      当中間期変動額合計 67 85
    当中間期末残高 8,125 8,332

純資産合計 
  当期首残高 8,058 8,246
  当中間期変動額 
    新株の発行 26 62
    中間純利益 40 23
    当中間期変動額合計 67 85
  当中間期末残高 8,125 8,332
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（訂正後） 

（３）中間株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

            
前中間会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

株主資本 
  資本金 
    当期首残高 4,194 4,238
    当中間期変動額 
      新株の発行 13 31
      当中間期変動額合計 13 31
    当中間期末残高 4,208 4,269
  資本剰余金 
    資本準備金 
      当期首残高 4,084 4,128
      当中間期変動額 
        新株の発行 13 31
        当中間期変動額合計 13 31
      当中間期末残高 4,097 4,159
    その他資本剰余金 
      当期首残高 － －
      当中間期変動額 
        株式発行無効による減少 － △24
        利益剰余金から資本剰余金への振替 － 24
        当中間期変動額合計 － －
      当中間期末残高 － －
    資本剰余金合計 
      当期首残高 4,084 4,128
      当中間期変動額 
        新株の発行 13 31
        新株発行無効による減少 － △24
        利益剰余金から資本剰余金への振替 － 24
        当中間期変動額合計 13 31
      当中間期末残高 4,097 4,159
  利益剰余金 
    その他利益剰余金 
      繰越利益剰余金 
        当期首残高 △221 △120
        当中間期変動額 
          中間純利益 40 23

          利益剰余金から資本剰余金への振

替 
－ △24

          当中間期変動額合計 40 △0
        当中間期末残高 △180 △121
    利益剰余金合計 
      当期首残高 △221 △120
      当中間期変動額 
        中間純利益 40 23
        利益剰余金から資本剰余金への振替 － △24
        当中間期変動額合計 40 △0
      当中間期末残高 △180 △121
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（単位：百万円）

          
前中間会計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 
  自己株式 
    当期首残高 △0 △0
    当中間期末残高 △0 △0
  株主資本合計 
    当期首残高 8,058 8,246
    当中間期変動額 
      新株の発行 26 62
      中間純利益 40 23
      新株発行無効による減少 － △24
      利益剰余金から資本剰余金への振替 － －
      当中間期変動額合計 67 61
    当中間期末残高 8,125 8,308

純資産合計 
  当期首残高 8,058 8,246
  当中間期変動額 
    新株の発行 26 62
    中間純利益 40 23
    新株発行無効による減少 － △24
    利益剰余金から資本剰余金への振替 － －
    当中間期変動額合計 67 61
  当中間期末残高 8,125 8,308
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