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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月27日に提出いたしました第79期( 自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)有価証券報告書の記載

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有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

　

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

 
第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しています。

　

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）

(1) 連結経営指標等

回次 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

 売上高 (百万円) 54,071 57,686 67,783 76,724 90,911

 経常利益又は経常損失（△） (百万円) △2,595 1,251 3,177 5,608 8,113

 当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) △2,427 882 2,208 3,171 3,645

 包括利益 (百万円) ─ 772 2,544 4,248 4,962

 純資産額 (百万円) 52,359 52,892 55,119 58,850 62,826

 総資産額 (百万円) 85,298 88,118 93,871 97,894 110,743

 １株当たり純資産額 (円) 1,317.78 1,331.22 1,387.28 1,481.22 1,581.34

 １株当たり当期純利益又は
 １株当たり当期純損失(△)

(円) △61.10 22.21 55.59 79.82 91.76

 潜在株式調整後１株当たり
 当期純利益

(円) ─ ― ― ― ―

 自己資本比率 (％) 61.4 60.0 58.7 60.1 56.7

 自己資本利益率 (％) △4.5 1.7 4.1 5.4 6.0

 株価収益率 (倍) △5.7 19.1 14.7 12.4 16.2

 営業活動による
 キャッシュ・フロー

(百万円) 5,758 2,476 1,202 1,879 9,387

 投資活動による
 キャッシュ・フロー

(百万円) △2,695 △2,309 △2,278 △3,367 △2,038

 財務活動による
 キャッシュ・フロー

(百万円) △2,353 1,838 △1,806 △2,245 476

 現金及び現金同等物
 の期末残高

(百万円) 11,067 13,058 10,175 6,466 14,378

 従業員数 (名) 2,191 2,169 2,195 2,206 2,390
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、平成23年３月期、平成24年３月期及び平成25年３月

期並びに平成26年３月期は希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、平成22年３月期は１株当たり当

期純損失であり、また希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載していません。
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（訂正後）

(1) 連結経営指標等

回次 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

 売上高 (百万円) 54,071 57,686 67,783 76,724 90,911

 経常利益又は経常損失（△） (百万円) △2,595 1,251 3,177 5,608 8,113

 当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) △2,427 882 2,208 3,171 3,645

 包括利益 (百万円) ─ 772 2,544 4,248 4,962

 純資産額 (百万円) 52,359 52,892 55,119 58,850 62,826

 総資産額 (百万円) 85,298 88,118 93,871 97,894 110,743

 １株当たり純資産額 (円) 1,317.78 1,331.22 1,387.28 1,481.22 1,580.16

 １株当たり当期純利益又は
 １株当たり当期純損失(△)

(円) △61.10 22.21 55.59 79.82 91.76

 潜在株式調整後１株当たり
 当期純利益

(円) ─ ― ― ― ―

 自己資本比率 (％) 61.4 60.0 58.7 60.1 56.7

 自己資本利益率 (％) △4.5 1.7 4.1 5.4 6.0

 株価収益率 (倍) △5.7 19.1 14.7 12.4 16.2

 営業活動による
 キャッシュ・フロー

(百万円) 5,758 2,476 1,202 1,879 9,387

 投資活動による
 キャッシュ・フロー

(百万円) △2,695 △2,309 △2,278 △3,367 △2,038

 財務活動による
 キャッシュ・フロー

(百万円) △2,353 1,838 △1,806 △2,245 476

 現金及び現金同等物
 の期末残高

(百万円) 11,067 13,058 10,175 6,466 14,378

 従業員数 (名) 2,191 2,169 2,195 2,206 2,390
 

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、平成23年３月期、平成24年３月期及び平成25年３月

期並びに平成26年３月期は希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、平成22年３月期は１株当たり当

期純損失であり、また希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載していません。

 
第一部 【企業情報】

第５ 【経理の情報】

１ 【連結財務諸表等】

（訂正前）

【注記事項】

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 1,481円22銭 1,581円34銭
 

 
（訂正後）

【注記事項】

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 1,481円22銭 1,580円16銭
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