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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2018年２月14日に提出いたしました第58期第３四半期(自 2017年10月１日 至 2017年12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 企業の概況

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
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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】

(訂正前)

連結経営指標等

回次
前第３四半期

累計
当第３四半期

累計
前年度

会計期間
自 2016年４月１日
至 2016年12月31日

自 2017年４月１日
至 2017年12月31日

自 2016年４月１日
至 2017年３月31日

売上収益
(百万円)

1,422,982 1,616,897
1,941,922

（第３四半期） (498,231) (553,802)

税引前四半期（当期）利益 (百万円) 171,678 171,853 198,929

四半期（当期）利益 (百万円) 119,498 129,144 137,260

親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）利益 (百万円)

119,005 128,613
136,654

（第３四半期） (35,017) (46,544)

親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）包括利益

(百万円) 118,803 154,485 132,135

親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 724,243 835,725 737,575

資産合計 (百万円) 1,366,684 1,534,887 1,462,903

基本的１株当たり
四半期（当期）利益 (円)

70.69 76.99
81.33

（第３四半期） (20.96) (27.86)

希薄化後１株当たり
四半期（当期）利益

(円) 70.57 76.83 81.19

親会社所有者帰属持分比率 (％) 53.0 54.4 50.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 92,863 129,151 154,373

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △203,385 △54,065 △213,856

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 74,619 △70,397 107,152

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 273,365 362,469 355,196

(略)
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(訂正後)

連結経営指標等

回次
前第３四半期

累計
当第３四半期

累計
前年度

会計期間
自 2016年４月１日
至 2016年12月31日

自 2017年４月１日
至 2017年12月31日

自 2016年４月１日
至 2017年３月31日

売上収益
(百万円)

1,422,982 1,616,897
1,941,922

（第３四半期） (498,231) (553,802)

税引前四半期（当期）利益 (百万円) 171,678 171,853 198,929

四半期（当期）利益 (百万円) 119,498 129,144 137,260

親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）利益 (百万円)

119,005 128,613
136,654

（第３四半期） (35,017) (46,544)

親会社の所有者に帰属する
四半期（当期）包括利益

(百万円) 118,803 154,485 132,135

親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 724,243 835,725 737,575

資産合計 (百万円) 1,366,684 1,534,887 1,462,903

基本的１株当たり
四半期（当期）利益 (円)

70.69 76.99
81.33

（第３四半期） (20.96) (27.86)

希薄化後１株当たり
四半期（当期）利益

(円) 70.57 76.83 81.19

親会社所有者帰属持分比率 (％) 53.0 54.4 50.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 92,863 126,151 154,373

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △203,385 △51,065 △213,856

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 74,619 △70,397 107,152

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 273,365 362,469 355,196

(略)
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