
　
2020年２月28日

各 位

会 社 名 日本テクノ・ラボ株式会社

代表者名 代表取締役社長 松村 泳成

(コード：3849、札証アンビシャス)

問合せ先 管理部長 鈴木 孝男

(TEL.03-5276-2810)

(((((訂訂訂訂訂正正正正正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))「「「「「22222000001111199999年年年年年３３３３３月月月月月期期期期期 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信［［［［［日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準］］］］］（（（（（非連非連非連非連非連結結結結結）））））」」」」」の一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正について

当社は、2019年５月15日に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。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します。なお、訂正箇所には下線を付して表示しており

ます。

　

記

１．訂正の理由

2020年３月期または2021年３月期の経常利益が100百万円を超えた場合に権利を行使できるという条件で、2019年

１月29日にストックオプションが付与されましたが、その権利を行使できる時期に至っていない状態で、付与した

ストックオプションを潜在株式としてしまったことにより、2019年３月期決算短信において、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の記載、また、権利確定条件の記載にも誤りがありましたので、これらを訂正いたします。

２．訂正の内容

（サマリー情報）

１．2019年３月期の業績（2018年４月１日～2019年３月31日）

（１）経営成績

【訂正前】

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期 757 35.7 100 3,812.6 54 443.5 38 534.7

2018年３月期 557 △4.6 2 △90.7 10 △74.0 6 △80.3

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年３月期 24.37 24.32 4.1 4.9 13.3

2018年３月期 3.84 ― 0.7 0.9 0.5

【訂正後】

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期 757 35.7 100 3,812.6 54 443.5 38 534.7

2018年３月期 557 △4.6 2 △90.7 10 △74.0 6 △80.3

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年３月期 24.37 ― 4.1 4.9 13.3

2018年３月期 3.84 ― 0.7 0.9 0.5
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（ストック・オプション等関係）

２.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

【訂正前】

決議年月日 2019年１月16日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役および従業員 33名

株式の種類別のストック・オプションの数（注） 普通株式 40,000株

付与日 2019年１月31日

権利確定条件
付与日(2019年１月31日)から権利確定日(2020年６月30日)
まで継続して勤務していること

対象勤務期間 2019年１月31日～2020年６月30日

権利行使期間 2020年７月１日～2029年１月31日

（注）株式数に換算して記載しております。

【訂正後】

決議年月日 2019年１月16日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役および従業員 33名

株式の種類別のストック・オプションの数（注) 普通株式 40,000株

付与日 2019年１月31日

権利確定条件

(1) 新株予約権者は、2020年３月期から2021年３月期まで
のいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載され
る損益計算書（連結損益計算書を作成している場合、連結
損益計算書）の経常利益が100百万円を超過した場合、各
新株予約権者に割り当てられた新株予約権を、当該経常利
益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の
翌月１日から行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において
も、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業
員であることを要する。

対象勤務期間 2019年１月31日～2020年６月30日

権利行使期間 2020年７月１日～2029年１月31日

（注）株式数に換算して記載しております。
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(１株当たり情報)

【訂正前】

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 576.58円 601.50円

１株当たり当期純利益金額 3.84円 24.37円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － 24.32円

(注) １. 当社は、2019年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、2019年４月１日付けで１株につき２株の

株式分割を行っております。そのため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当

たり純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目
前事業年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 6,126 38,886

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 6,126 38,886

普通株式の期中平均株式数(株) 1,595,400 1,595,400

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額(千円) － －

(うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) － －

普通株式増加数(株) － 3,433

(うち転換社債型新株予約権付社債(株)) － －

(うち新株予約権(株)) － 3,433

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

－ －

【訂正後】

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 576.58円 601.50円

１株当たり当期純利益金額 3.84円 24.37円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － －

(注) １. 当社は、2019年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、2019年４月１日付けで１株につき２株の

株式分割を行っております。そのため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当

たり純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 6,126 38,886

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 6,126 38,886

普通株式の期中平均株式数(株) 1,595,400 1,595,400

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

－

新株予約権１種類(新株予
約権の数400個(普通株式
40,000株))
なお、概要は「３．財務諸
表及び主な注記 (５）財
務諸表に関する注記事項
（ストック・オプション等
関係）に記載のとおりであ
ります。

以 上
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