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【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年６月15日

【会社名】 株式会社エーアイ

【英訳名】 AI,Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役　　吉田　大介

【本店の所在の場所】 東京都文京区西片一丁目15番15号

【電話番号】 03-6801-8461

【事務連絡者氏名】 取締役管理グループ統括　　古澤　仁

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区西片一丁目15番15号

【電話番号】 03-6801-8461

【事務連絡者氏名】 取締役管理グループ統括　　古澤　仁

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額

ブックビルディング方式による募集 143,055,000円

売出金額

（引受人の買取引受による売出し）

ブックビルディング方式による売出し 361,000,000円

（オーバーアロットメントによる売出し）

ブックビルディング方式による売出し 80,750,000円

（注）　募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金

額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込

額であります。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成30年５月23日付をもって提出した有価証券届出書及び平成30年６月８日付をもって提出した有価証券届出書の訂

正届出書の記載事項のうち、「第一部　証券情報　第３　その他の記載事項」、「第二部　企業情報　第１　企業の概

況　１　主要な経営指標等の推移」の記載内容の一部に誤りがあり、当該事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届

出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第３　その他の記載事項

第二部　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＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】

第３【その他の記載事項】
カラーページの訂正

２　業績等の推移

＜欄内の記載の訂正＞

「１株当たり純資産額（円）」の「第10期　平成25年３月」の欄：「52,493.88」を「53,731.29」に訂正

「１株当たり純資産額（円）」の「第11期　平成26年３月」の欄：「78,854.63」を「83,428.12」に訂正

「１株当たり当期（四半期）純利益金額（円）」の「第10期　平成25年３月」の欄：「46,724.03」を

「47,562.49」に訂正

「１株当たり当期（四半期）純利益金額（円）」の「第11期　平成26年３月」の欄：「24,755.42」を

「29,696.83」に訂正

「自己資本比率（％）」の「第11期　平成26年３月」の欄：「61.67」を「63.56」に訂正

「自己資本利益率（％）」の「第11期　平成26年３月」の欄：「37.82」を「43.30」に訂正

「自己資本利益率（％）」の「第12期　平成27年３月」の欄：「17.75」を「17.30」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

12．表中の数値の訂正

「１株当たり純資産額（円）」の「第10期　平成25年３月」の欄：「52.49」を「53.73」に訂正

「１株当たり純資産額（円）」の「第11期　平成26年３月」の欄：「78.85」を「83.43」に訂正

「１株当たり当期（四半期）純利益金額（円）」の「第10期　平成25年３月」の欄：「46.72」を「47.56」

に訂正

「１株当たり当期（四半期）純利益金額（円）」の「第11期　平成26年３月」の欄：「24.75」を「29.70」

に訂正

＜グラフ内の数値の訂正＞

「１株当たり純資産額（円）」の「第10期　平成25年３月」の欄：「52.49」を「53.73」に訂正

「１株当たり純資産額（円）」の「第11期　平成26年３月」の欄：「78.85」を「83.43」に訂正

「１株当たり当期（四半期）純利益金額（円）」の「第10期　平成25年３月」の欄：「46.72」を「47.56」に訂

正

「１株当たり当期（四半期）純利益金額（円）」の「第11期　平成26年３月」の欄：「24.75」を「29.70」に訂

正
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第二部【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）

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月

売上高 （千円） 362,726 465,398 400,288 431,327 451,431

経常利益 （千円） 154,326 195,077 85,421 89,145 116,129

当期純利益 （千円） 193,484 120,004 63,841 65,067 76,887

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － － －

資本金 （千円） 30,201 30,201 30,201 30,201 30,201

発行済株式総数 （株） 4,141 4,041 4,041,000 4,041,000 4,041,000

純資産額 （千円） 217,377 337,382 400,974 466,042 534,580

総資産額 （千円） 330,778 530,434 478,237 550,555 623,090

１株当たり純資産額 （円） 52,493.88 78,854.63 99.23 115.33 137.99

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金額 （円） 46,724.03 24,755.42 15.80 16.10 19.57

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 65.64 61.67 83.84 84.65 85.79

自己資本利益率 （％） 158.09 37.82 17.75 15.01 15.37

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － － － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － 99,068 86,445

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － △27,259 △9,313

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － △1,932 △8,998

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） － － － 413,676 481,809

従業員数
（人）

16 22 26 32 31

（外、平均臨時雇用者数） (7) (8) (6) (5) (8)

（省略）
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　（注）11. 当社は平成26年９月１日付けで株式１株につき、1,000株の株式分割を行っております。そこで、東京証券

取引所自主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価

証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上申第133号）に基づき、

第10期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げ

ると、以下のとおりとなります。

なお、第10期、第11期及び第12期の数値については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませ

ん。

 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月

１株当たり純資産額 （円） 52.49 78.85 99.23 115.33 137.99

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）
（円）

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純利益金額 （円） 46.72 24.75 15.80 16.10 19.57

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
（円） － － － － －
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　　（訂正後）

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月

売上高 （千円） 362,726 465,398 400,288 431,327 451,431

経常利益 （千円） 154,326 195,077 85,421 89,145 116,129

当期純利益 （千円） 193,484 120,004 63,841 65,067 76,887

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － － －

資本金 （千円） 30,201 30,201 30,201 30,201 30,201

発行済株式総数 （株） 4,141 4,041 4,041,000 4,041,000 4,041,000

純資産額 （千円） 217,377 337,382 400,974 466,042 534,580

総資産額 （千円） 330,778 530,434 478,237 550,555 623,090

１株当たり純資産額 （円） 53,731.29 83,428.12 99.23 115.33 137.99

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金額 （円） 47,562.49 29,696.83 15.80 16.10 19.57

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 65.64 63.56 83.84 84.65 85.79

自己資本利益率 （％） 158.09 43.30 17.30 15.01 15.37

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － － － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － 99,068 86,445

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － △27,259 △9,313

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － △1,932 △8,998

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） － － － 413,676 481,809

従業員数
（人）

16 22 26 32 31

（外、平均臨時雇用者数） (7) (8) (6) (5) (8)

（省略）
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　（注）11. 当社は平成26年９月１日付けで株式１株につき、1,000株の株式分割を行っております。そこで、東京証券

取引所自主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価

証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上申第133号）に基づき、

第10期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げ

ると、以下のとおりとなります。

なお、第10期、第11期及び第12期の数値については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませ

ん。

 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月

１株当たり純資産額 （円） 53.73 83.43 99.23 115.33 137.99

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）
（円）

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純利益金額 （円） 47.56 29.70 15.80 16.10 19.57

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
（円） － － － － －
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