
 

 

 

 

 

平成 25 年３月１日 

各   位 

会社名 日本管理センター株式会社 

代表社名 代表取締役社長執行役員 武藤 英明

（東証二部 ・ ３２７６） 

問合せ先 取締役常務執行役員 河野 隆 

ＴＥＬ （03）3555‐2565 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 24 年 12 月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

当社は、平成25年２月12日に公表しました「平成24年12月期 決算短信」の一部に訂正すべき箇所

がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそ

れぞれ添付し、訂正箇所には＿（アンダーライン）を付して表示しております。 

 

 

記 

 
サマリー情報 １ページ目 
【訂正前】 
  

（２）財政状態  
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

24年12月期 4,148 1,891 45.2 417 16

23年12月期 3,603 1,568 43.5 1,500 45  
 
【訂正後】 
  

（２）財政状態  
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

24年12月期 4,148 1,891 45.2 413 60

23年12月期 3,603 1,568 43.5 1,500 45 
 

 

サマリー情報 ２ページ目 

（ご参考） 

【訂正前】 

 １株当たり純資産 
 円 銭

24年12月期 208 58

23年12月期 187 56

 

【訂正後】 
 

 １株当たり純資産 
 円 銭

24年12月期 206 80

23年12月期 187 56
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 （41 ページ） 
４.財務諸表 

（8）財務諸表に関する注記事項 

（１株当たり情報） 
 

【訂正前】 

項目 
前事業年度 

(自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

１株当たり純資産額 1,500円45銭 417円16銭

１株当たり当期純利益金額 91円28銭 111円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

81円64銭

当社は平成23年10月21日に大阪証券

取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダー

ド）に上場しているため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額は

新規上場日から当事業年度末日まで

の平均株価を期中平均株価とみなし

て算定しております。 

 

107円49銭

当社は平成24年12月10日に東京証券

取引所市場第２部に上場したため、

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額は上場日から当事業年度末日

までは東京証券取引所市場第２部の

平均株価を期中平均株価とみなして

算定しております。 

 

(注)  算定上の基礎 

１  １株当たり純資産額 
 

項目 
前事業年度 

(平成23年12月31日) 
当事業年度 

(平成24年12月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,568,425 1,891,922

普通株式に係る純資産額(千円) 1,568,425 1,891,922

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 1,045,300 4,535,200

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数(株) 

1,045,300 4,535,200

 

 

【訂正後】 

項目 
前事業年度 

(自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

１株当たり純資産額 1,500円45銭 413円60銭

１株当たり当期純利益金額 91円28銭 111円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

81円64銭

当社は平成23年10月21日に大阪証券

取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダー

ド）に上場しているため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額は

新規上場日から当事業年度末日まで

の平均株価を期中平均株価とみなし

て算定しております。 

 

107円49銭

当社は平成24年12月10日に東京証券

取引所市場第２部に上場したため、

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額は上場日から当事業年度末日

までは東京証券取引所市場第２部の

平均株価を期中平均株価とみなして

算定しております。 
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(注)  算定上の基礎 

１  １株当たり純資産額 
 

項目 
前事業年度 

(平成23年12月31日) 
当事業年度 

(平成24年12月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,568,425 1,891,922

普通株式に係る純資産額(千円) 1,568,425 1,875,738

差額の主な内訳(千円) （新株予約権） ― 16,184

普通株式の発行済株式数(株) 1,045,300 4,535,200

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数(株) 

1,045,300 4,535,200

 

 

（44 ページ） 

４.財務諸表 

（8）財務諸表に関する注記事項 

（重要な後発事象） 
当事業年度(自平成 24 年１月１日  至平成 24 年 12 月 31 日) 

(株式分割) 

６．１株当たり情報に及ぼす影響 

  

【訂正前】 

項目 
前事業年度 

(自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

１株当たり純資産額 187円56銭 208円58銭

１株当たり当期純利益金額 45円64銭 55円80銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
40円82銭 53円75銭

 

【訂正後】 

項目 
前事業年度 

(自  平成23年１月１日 
至  平成23年12月31日) 

当事業年度 
(自  平成24年１月１日 
至  平成24年12月31日) 

１株当たり純資産額 187円56銭 206円80銭

１株当たり当期純利益金額 45円64銭 55円80銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
40円82銭 53円75銭

 
 
 
 
 
 

以 上  


