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－1－ 

１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成23年８月12日に提出いたしました第47期第１四半期（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）四半期報告書の記

載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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 

 第４ 経理の状況 

    １ 四半期財務諸表 

   会計方針の変更等 

   追加情報 

注記事項 

（１株当たり情報）  

３【訂正箇所】 

    訂正箇所は＿を付して表示しております。 

 

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】 

（訂正前） 

回次 
第46期 

第１四半期 
累計期間 

第47期 
第１四半期 
累計期間 

第46期 

会計期間 
自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日 

自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日 

自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日 

売上高（千円）     3,837,117     3,562,022 14,639,366

経常利益（千円）      458,719      293,660 1,397,662

四半期（当期）純利益又は四半期純損失

（△）（千円） 
169,771 △293,725 674,969

持分法を適用した場合の投資利益（千

円） 
－ － －

資本金（千円） 449,547 449,547 449,547

発行済株式総数（株） 4,243,000 4,243,000 4,243,000

純資産額（千円） 8,377,331 8,213,002 8,740,111

総資産額（千円） 10,865,611 10,412,980 11,031,696

１株当たり四半期（当期）純利益金額又

は１株当たり四半期純損失金額（△）

（円） 

40.01 △69.23 159.08



－2－ 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円） 
－ － 159.01

１株当たり配当額（円） － － 90.00

自己資本比率（％） 77.1 78.8 79.2

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
29,803 △927,232 1,179,301

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△58,051 △558,329 △302,980

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△162,080 △197,806 △446,877

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円） 
2,835,935 1,772,336 3,455,706

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社は持分法を適用すべき重要な関連会社を有しておりませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載し

ておりません。 

４．第46期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

５．第47期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当

たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

６．四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。 

 

（訂正後） 

回次 
第46期 

第１四半期 
累計期間 

第47期 
第１四半期 
累計期間 

第46期 

会計期間 
自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日 

自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日 

自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日 

売上高（千円）     3,837,117     3,562,022 14,639,366

経常利益（千円）      458,719      293,660 1,397,662

四半期（当期）純利益又は四半期純損失

（△）（千円） 
169,771 △293,725 674,969

持分法を適用した場合の投資利益（千

円） 
－ － －

資本金（千円） 449,547 449,547 449,547

発行済株式総数（株） 4,243,000 4,243,000 4,243,000

純資産額（千円） 8,377,331 8,213,002 8,740,111

総資産額（千円） 10,865,611 10,412,980 11,031,696

１株当たり四半期（当期）純利益金額又

は１株当たり四半期純損失金額（△）

（円） 

40.01 △69.23 159.08



－3－ 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円） 
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 90.00

自己資本比率（％） 77.1 78.8 79.2

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
29,803 △927,232 1,179,301

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△58,051 △558,329 △302,980

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△162,080 △197,806 △446,877

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円） 
2,835,935 1,772,336 3,455,706

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社は持分法を適用すべき重要な関連会社を有しておりませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載し

ておりません。 

４．第46期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

５．第47期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当

たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

６．第47期第１四半期会計期間より潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定に当たり、「１株当たり当期

純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 これにより、第46期事

業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

７．四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。 

 

第４【経理の状況】 

  １【四半期財務諸表】 

（訂正前） 

【追加情報】 

省略 

 

（訂正後） 

【会計方針の変更等】 

当第１四半期累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

（会計方針の変更） 

  当第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

  この適用により、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、ストック・オプションの権利行使により払い込まれた場

合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含めて算定しております。

  なお、この変更による影響はありません。 

 



－4－ 

【追加情報】 

省略 

 

【注記事項】 

 （１株当たり情報） 

（訂正前） 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

表省略 

（注）省略 

 

（訂正後） 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

表省略 

（注）省略 

 

（会計方針の変更） 

  当第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び「１株

当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

この適用により、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、ストック・オプションの権利行使により払い込まれ

た場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含めて算定しており

ます。 

なお、この変更による影響はありません。 
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