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平成24年６月26日に提出いたしました第39期（自 平成23年４月１日 至 平成24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ありま

す。 

  

第一部 企業情報  

  第５ 経理の状況 

   ２ 財務諸表等 

   （１）財務諸表 

    ① 貸借対照表 

    ③ 株主資本等変動計算書 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】



  
第一部【企業情報】 

 第５【経理の状況】 

  ２【財務諸表等】 

  （１）【財務諸表】 

   ①【貸借対照表】 

   （訂正前） 

 
  

(単位：千円)

  前事業年度 

(平成23年３月31日)

 当事業年度 

(平成24年３月31日)

資産の部

（省略）

負債の部

（省略）

純資産の部

 株主資本

  資本金 459,237 459,237

  資本剰余金

   資本準備金 61,191 61,191

   資本剰余金合計 61,191 61,191

  利益剰余金

   利益準備金 49,622 56,804

   その他利益剰余金 1,200,300 1,240,898

    別途積立金 38,000 38,000

    繰越利益剰余金 1,162,300 1,202,898

   利益剰余金合計 1,249,923 1,297,703

  自己株式 △63,196 △82,076

  株主資本合計 1,707,155 1,736,055

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △598 1,818

  評価・換算差額等合計 △598 1,818

 純資産合計 1,706,557 1,737,873

負債純資産合計 3,113,899 3,530,013



  
   （訂正後） 

 
  

(単位：千円)

  前事業年度 

(平成23年３月31日)

 当事業年度 

(平成24年３月31日)

資産の部

（省略）

負債の部

（省略）

純資産の部

 株主資本

  資本金 459,237 459,237

  資本剰余金

   資本準備金 61,191 61,191

   資本剰余金合計 61,191 61,191

  利益剰余金

   利益準備金 49,622 53,618

   その他利益剰余金 1,200,300 1,244,085

    別途積立金 38,000 38,000

    繰越利益剰余金 1,162,300 1,206,085

   利益剰余金合計 1,249,923 1,297,703

  自己株式 △63,196 △82,076

  株主資本合計 1,707,155 1,736,055

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △598 1,818

  評価・換算差額等合計 △598 1,818

 純資産合計 1,706,557 1,737,873

負債純資産合計 3,113,899 3,530,013



  
   ③【株主資本等変動計算書】 

   （訂正前） 

 
  

  

(単位：千円)

  前事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日)

 当事業年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日)

株主資本

 資本金

  当期首残高  459,237 459,237

  当期変動額  

   当期変動額合計  - -

  当期末残高  459,237 459,237

 資本剰余金  

  資本準備金  

   当期首残高  61,191 61,191

   当期変動額  

    当期変動額合計  - -

   当期末残高  61,191 61,191

 利益剰余金

  利益準備金

   当期首残高 42,439 49,622

   当期変動額

    剰余金の配当 7,183 7,181

    当期変動額合計 7,183 7,181

   当期末残高 49,622 56,804

  その他利益剰余金

   別途積立金

    当期首残高 38,000 38,000

    当期末残高 38,000 38,000

   繰越利益剰余金

    当期首残高 1,056,539 1,162,300

    当期変動額

     剰余金の配当 △79,016 △78,999

     当期純利益 184,778 119,596

     当期変動額合計 105,761 40,597

    当期末残高 1,162,300 1,202,898

  利益剰余金合計

   当期首残高  1,136,978 1,249,923

   当期変動額  

    剰余金の配当  △71,833 △71,817

    当期純利益  184,778 119,596

    当期変動額合計  112,944 47,779

   当期末残高  1,249,923 1,297,703

      （以下省略）



  
   （訂正後） 

 
  

  

(単位：千円)

  前事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日)

 当事業年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日)

株主資本

 資本金

  当期首残高 459,237 459,237

  当期変動額

   当期変動額合計 - -

  当期末残高 459,237 459,237

 資本剰余金

  資本準備金

   当期首残高 61,191 61,191

   当期変動額

    当期変動額合計 - -

   当期末残高 61,191 61,191

 利益剰余金

  利益準備金

   当期首残高 42,439 49,622

   当期変動額

    剰余金の配当 7,183 3,995

    当期変動額合計 7,183 3,995

   当期末残高 49,622 53,618

  その他利益剰余金

   別途積立金

    当期首残高 38,000 38,000

    当期末残高 38,000 38,000

   繰越利益剰余金

    当期首残高 1,056,539 1,162,300

    当期変動額

     剰余金の配当 △79,016 △75,812

     当期純利益 184,778 119,596

     当期変動額合計 105,761 43,784

    当期末残高 1,162,300 1,206,085

  利益剰余金合計

   当期首残高 1,136,978 1,249,923

   当期変動額

    剰余金の配当 △71,833 △71,817

    当期純利益 184,778 119,596

    当期変動額合計 112,944 47,779

   当期末残高 1,249,923 1,297,703

      （以下省略）


