
平成 25年４月 26日 
各 位 
 
 

会 社 名 株 式 会 社  中  広 
（ コ ー ド 番 号 ２ １ ３ ９ ： 名 証 第 二 部 ） 
本社所在地 岐 阜 県 岐 阜 市 東 興 町 2 7 番 地 
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 後 藤 一 俊 
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 松 田  隆 
電 話 番 号 （ 0 5 8 ） 2 4 7 - 2 5 1 1 （ 代 表 ） 

（URL http://www.chuco.co.jp/） 

 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 24年３月期 決算短信〔日本基準〕 

（非連結）」の一部訂正について 

 
 平成 24 年５月２日に開示いたしました「平成 24年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」

の記載内容に一部訂正がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正箇所につきましては、

＿下線を付しております。 

 訂正理由につきましては、平成 25 年４月５日に開示いたしました「過年度法人税等の発生お

よび過年度決算期に係る有価証券報告書、四半期報告書等ならびに当事業年度四半期報告書等の

訂正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

以上 

 

 



    

  
 

（訂正前） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

（訂正後） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期の業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

（１）経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 4,538 15.1 244 87.5 246 115.5 193 129.8

23年３月期 3,941 6.0 130 194.8 114 191.8 84 ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期 29 93 ― 31.0 10.3 5.4

23年３月期 13 16 ― 17.1 4.9 3.3

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ―百万円 23年３月期 ―百万円

（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３月期 2,483 712 28.7 110 28

23年３月期 2,314 536 23.2 83 00

(参考) 自己資本 24年３月期 712百万円 23年３月期 536百万円

（１）経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 4,538 15.1 244 87.5 246 115.5 143 70.8

23年３月期 3,941 6.0 130 194.8 114 191.8 84 ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期 22 24 ― 24.0 10.3 5.4

23年３月期 13 16 ― 17.1 4.9 3.3

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ―百万円 23年３月期 ―百万円

（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３月期 2,483 663 26.7 102 59

23年３月期 2,314 536 23.2 83 00

(参考) 自己資本 24年３月期 663百万円 23年３月期 536百万円



  

（訂正前） 

 
  

（訂正後） 

 
  

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向
純資産
配当率第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年３月期 ― 00 00 ― 3 00 3 00 19 23.0 3.9

24年３月期 ― 00 00 ― 4 50 4 50 29 15.0 4.7

25年３月期(予想) ― 00 00 ― 5 00 5 00 20.2

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向
純資産
配当率第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年３月期 ― 00 00 ― 3 00 3 00 19 23.0 3.9

24年３月期 ― 00 00 ― 4 50 4 50 29 20.2 4.9

25年３月期(予想) ― 00 00 ― 5 00 5 00 20.2



（訂正前） 

当期におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興を軸に国内経済は回復傾向でありました。しか

し、一方では歴史的な円高や、欧州の財政危機への不安が払拭されない状況が続いており、依然として

景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

 当社が属する広告業界におきましても、インターネット広告費が8,062億円、前年比9.6%増と伸長し

たものの、東日本大震災の影響もあり、平成23年の国内総広告費は５兆7,096億円、前年比2.3％減（株

式会社電通発表による）となりました。 

 このような状況下、当社ではメディア事業において、フリーマガジン『地域みっちゃく生活情報誌』

を当第２四半期に１誌、当第４四半期に３誌、合計４誌を創刊いたしました。また、既存誌に関しまし

ても配布エリアの拡大に努めてまいりました。 

 その結果、売上高は4,538,459千円（前年同期比15.1％増）となり、売上総利益は1,877,817千円（前

年同期比22.5％増）となりました。 

 また、販売費及び一般管理費につきましては、当期事業計画に沿った人材補強を図ったこと等から、

1,633,209千円（前年同期比16.5％増）となり、営業利益は244,607千円（前年同期比87.5％増）となり

ました。 

 営業外では、助成金収入を21,260千円計上したこと等から、経常利益は246,516千円（前年同期比

115.5％増）となりました。 

 なお、平成24年１月６日付で開示いたしました「特別損失の計上に関するお知らせ」の通り、永代使

用権整理損51,300千円を特別損失として計上したことや、法人税等調整額を73,002千円計上したこと等

から、当期純利益は193,466千円（前年同期比129.8％増）となりました。 

  

（訂正後） 

当期におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興を軸に国内経済は回復傾向でありました。しか

し、一方では歴史的な円高や、欧州の財政危機への不安が払拭されない状況が続いており、依然として

景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

 当社が属する広告業界におきましても、インターネット広告費が8,062億円、前年比9.6%増と伸長し

たものの、東日本大震災の影響もあり、平成23年の国内総広告費は５兆7,096億円、前年比2.3％減（株

式会社電通発表による）となりました。 

 このような状況下、当社ではメディア事業において、フリーマガジン『地域みっちゃく生活情報誌』

を当第２四半期に１誌、当第４四半期に３誌、合計４誌を創刊いたしました。また、既存誌に関しまし

ても配布エリアの拡大に努めてまいりました。 

 その結果、売上高は4,538,459千円（前年同期比15.1％増）となり、売上総利益は1,877,817千円（前

年同期比22.5％増）となりました。 

 また、販売費及び一般管理費につきましては、当期事業計画に沿った人材補強を図ったこと等から、

1,633,216千円（前年同期比16.5％増）となり、営業利益は244,600千円（前年同期比87.5％増）となり

ました。 

 営業外では、助成金収入を21,260千円計上したこと等から、経常利益は246,509千円（前年同期比

115.5％増）となりました。 

 なお、平成24年１月６日付で開示いたしました「特別損失の計上に関するお知らせ」の通り、永代使

用権整理損51,300千円を特別損失として計上したものの、法人税等調整額を73,002千円計上したこと等

から、当期純利益は143,765千円（前年同期比70.8％増）となりました。 

  

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析



  

（訂正前） 

当期における総資産は、前事業年度末に比べて169,559千円増加し、2,483,683千円となりました。こ

れは主に、未収入金が58,468千円、永代使用権が51,300千円減少したものの、売掛金が186,805千円、

繰延税金資産(流動)が72,404千円、受取手形が17,796千円増加したこと等によるものであります。 

 負債は、前事業年度末と比べて6,762千円減少し、1,770,950千円となりました。これは主に買掛金が

101,514千円、未払法人税が36,892千円、長期リース債務が23,151千円、未払費用が20,838千円増加し

たものの、短期借入金が120,000千円、長期借入金が90,012千円減少したこと等によるものでありま

す。 

 純資産は、前事業年度末と比べて176,321千円増加し、712,733千円となりました。自己資本比率は

28.7％であります。 

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、133,004千円（前年同期比

45.7％減）となりました。 

営業活動の結果得られた資金は243,091千円（前年同期比94.6％増）となりました。これは主に、売

上債権が205,902千円増加したものの、税引前当期純利益を186,747千円（前年同期比80.4％増）計上

し、さらに仕入債務が101,071千円増加したこと等によるものであります。 

投資活動の結果支出した資金は、100,025千円（前年同期は16,771千円の支出）となりました。これ

は主に、定期預金の解約で32,788千円得たものの、定期預金の預け入れで122,288千円、有形固定資産

の取得で15,187千円支出したこと等によるものであります。 

財務活動の結果支出した資金は、255,670千円（前年同期は120,941千円の支出）となりました。こ

れは主に、長期借入金で150,000千円得たものの、長期借入金の返済で265,056千円支出し、短期借入

金の返済で120,000千円支出したこと等によるものです。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キュッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １．株式時価総額は、期末株価終値×（期末発行済株式総数－自己株式数）により算出しています。 

２．キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 

３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．平成21年３月期のキュッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  

（２）財政状態に関する分析

[資産、負債及び純資産の状況]

[キャッシュ・フローの状況]

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 25.4 18.8 19.1 23.2 28.7

時価ベースの自己資本比率 16.9 11.8 19.3 27.4 39.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

461.1 ― 6,703.8 1,503.6 408.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

8.9 ― 0.8 3.0 11.1



  
（訂正後） 

当期における総資産は、前事業年度末に比べて168,961千円増加し、2,483,085千円となりました。こ

れは主に、未収入金が58,468千円、永代使用権が51,300千円減少したものの、売掛金が186,805千円、

繰延税金資産(流動)が72,404千円、受取手形が17,796千円増加したこと等によるものであります。 

 負債は、前事業年度末と比べて42,340千円増加し、1,820,053千円となりました。これは主に買掛金

が101,514千円、未払法人税が86,593千円、長期リース債務が23,151千円、未払費用が20,838千円増加

したものの、短期借入金が120,000千円、長期借入金が90,012千円減少したこと等によるものでありま

す。 

 純資産は、前事業年度末と比べて126,620千円増加し、663,032千円となりました。自己資本比率は

26.7％であります。 

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、133,004千円（前年同期比

45.7％減）となりました。 

営業活動の結果得られた資金は243,091千円（前年同期比94.6％増）となりました。これは主に、売

上債権が205,902千円増加したものの、税引前当期純利益を186,740千円（前年同期比80.4％増）計上

し、さらに仕入債務が101,071千円増加したこと等によるものであります。 

投資活動の結果支出した資金は、100,025千円（前年同期は16,771千円の支出）となりました。これ

は主に、定期預金の解約で32,788千円得たものの、定期預金の預け入れで122,288千円、有形固定資産

の取得で15,187千円支出したこと等によるものであります。 

財務活動の結果支出した資金は、255,670千円（前年同期は120,941千円の支出）となりました。こ

れは主に、長期借入金で150,000千円得たものの、長期借入金の返済で265,056千円支出し、短期借入

金の返済で120,000千円支出したこと等によるものです。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キュッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １．株式時価総額は、期末株価終値×（期末発行済株式総数－自己株式数）により算出しています。 

２．キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 

３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．平成21年３月期のキュッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  

[資産、負債及び純資産の状況]

[キャッシュ・フローの状況]

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 25.4 18.8 19.1 23.2 26.7

時価ベースの自己資本比率 16.9 11.8 19.3 27.4 39.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

461.1 ― 6,703.8 1,503.6 408.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

8.9 ― 0.8 3.0 11.1



  

（訂正前） 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題ととらえております。長期的な視野に立ち、企業

体質の充実、強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を基本政策とし、配

当性向にも十分留意することにより、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。 

 なお、当社は、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、こ

れらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

 上記の方針に基づき、当事業年度の利益配当につきましては、普通配当として１株当たり４円50銭の

配当といたしました。この結果、当事業年度の配当総額は29,084千円、配当性向15.0％となりました。

 また、次期配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり年間５円を予定いたしております。

  

（訂正後） 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題ととらえております。長期的な視野に立ち、企業

体質の充実、強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を基本政策とし、配

当性向にも十分留意することにより、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。 

 なお、当社は、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、こ

れらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

 上記の方針に基づき、当事業年度の利益配当につきましては、普通配当として１株当たり４円50銭の

配当といたしました。この結果、当事業年度の配当総額は29,084千円、配当性向20.2％となりました。

 また、次期配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり年間５円を予定いたしております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当



（訂正前） 

４．財務諸表
（１）貸借対照表

(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

流動資産

現金及び預金 ※2 571,942 549,754

受取手形 21,495 ※3 39,292

売掛金 420,185 606,990

商品 3,678 3,507

仕掛品 4,090 11,907

貯蔵品 1,431 1,080

前渡金 － 4,595

前払費用 8,373 8,050

未収入金 59,797 1,328

繰延税金資産 － 72,404

その他 6,910 1,910

貸倒引当金 △17,324 △11,917

流動資産合計 1,080,580 1,288,906

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2 161,809 ※2 154,292

構築物（純額） 3,290 2,838

機械及び装置（純額） 367 56

車両運搬具（純額） 2 0

工具、器具及び備品（純額） 5,349 4,425

リース資産 － 11,382

建設仮勘定 － 11,150

土地 ※2 646,139 ※2 645,452

有形固定資産合計 ※1 816,959 ※1 829,598

無形固定資産

ソフトウエア 6,766 4,822

ソフトウエア仮勘定 8,000 －

電話加入権 19,326 19,326

リース資産 － 10,708

無形固定資産合計 34,092 34,857

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 47,964 ※2 50,810

出資金 4,620 4,630

破産更生債権等 268,982 269,021

長期前払費用 517 454

差入保証金 155,134 145,166

賃貸資産（純額） ※1, ※2 105,932 ※1, ※2 100,141

永代使用権 51,300 －

繰延税金資産 － 598

その他 5,931 6,017

貸倒引当金 △257,891 △246,518

投資その他の資産合計 382,491 330,321

固定資産合計 1,233,543 1,194,776

資産合計 2,314,124 2,483,683



(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)

負債の部

流動負債

買掛金 364,004 465,518

短期借入金 ※2 572,000 ※2 452,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2 128,820 ※2 103,776

リース債務 － 7,609

未払金 36,274 38,521

未払費用 34,598 55,437

未払法人税等 22,175 59,068

未払消費税等 23,508 29,062

前受金 9,152 7,852

預り金 16,177 29,249

賞与引当金 32,000 36,000

役員賞与引当金 － 20,000

その他 154 175

流動負債合計 1,238,865 1,304,271

固定負債

長期借入金 ※2 527,642 ※2 437,630

長期未払金 10,295 4,949

リース債務 － 23,151

繰延税金負債 909 947

固定負債合計 538,846 466,678

負債合計 1,777,712 1,770,950

純資産の部

株主資本

資本金 378,950 378,950

資本剰余金

資本準備金 69,450 69,450

資本剰余金合計 69,450 69,450

利益剰余金

利益準備金 10,000 12,000

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 97,882 269,960

利益剰余金合計 107,882 281,960

自己株式 △15,592 △15,592

株主資本合計 540,690 714,767

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,278 △2,034

評価・換算差額等合計 △4,278 △2,034

純資産合計 536,411 712,733

負債純資産合計 2,314,124 2,483,683



  
（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

流動資産

現金及び預金 ※2 571,942 549,754

受取手形 21,495 ※3 39,292

売掛金 420,185 606,990

商品 3,678 3,507

仕掛品 4,090 11,907

貯蔵品 1,431 1,080

前渡金 － 4,595

前払費用 8,373 8,050

未収入金 59,797 1,328

繰延税金資産 － 72,404

その他 6,910 1,910

貸倒引当金 △17,324 △11,917

流動資産合計 1,080,580 1,288,906

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2 161,809 ※2 154,292

構築物（純額） 3,290 2,838

機械及び装置（純額） 367 56

車両運搬具（純額） 2 0

工具、器具及び備品（純額） 5,349 4,425

リース資産 － 11,382

建設仮勘定 － 11,150

土地 ※2 646,139 ※2 645,452

有形固定資産合計 ※1 816,959 ※1 829,598

無形固定資産

ソフトウエア 6,766 4,822

ソフトウエア仮勘定 8,000 －

電話加入権 19,326 19,326

リース資産 － 10,708

無形固定資産合計 34,092 34,857

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 47,964 ※2 50,810

出資金 4,620 4,630

破産更生債権等 268,982 269,021

長期前払費用 517 454

差入保証金 155,134 145,166

賃貸資産（純額） ※1, ※2 105,932 ※1, ※2 100,141

永代使用権 51,300 －

その他 5,931 6,017

貸倒引当金 △257,891 △246,518

投資その他の資産合計 382,491 329,723

固定資産合計 1,233,543 1,194,178

資産合計 2,314,124 2,483,085



 
  

(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)

負債の部

流動負債

買掛金 364,004 465,518

短期借入金 ※2 572,000 ※2 452,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2 128,820 ※2 103,776

リース債務 － 7,609

未払金 36,274 38,521

未払費用 34,598 55,437

未払法人税等 22,175 108,769

未払消費税等 23,508 29,062

前受金 9,152 7,852

預り金 16,177 29,249

賞与引当金 32,000 36,000

役員賞与引当金 － 20,000

その他 154 175

流動負債合計 1,238,865 1,353,972

固定負債

長期借入金 ※2 527,642 ※2 437,630

長期未払金 10,295 4,949

リース債務 － 23,151

繰延税金負債 909 349

固定負債合計 538,846 466,080

負債合計 1,777,712 1,820,053

純資産の部

株主資本

資本金 378,950 378,950

資本剰余金

資本準備金 69,450 69,450

資本剰余金合計 69,450 69,450

利益剰余金

利益準備金 10,000 12,000

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 97,882 220,259

利益剰余金合計 107,882 232,259

自己株式 △15,592 △15,592

株主資本合計 540,690 665,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,278 △2,034

評価・換算差額等合計 △4,278 △2,034

純資産合計 536,411 663,032

負債純資産合計 2,314,124 2,483,085



（訂正前） 

（２）損益計算書

(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)

売上高 3,941,807 4,538,459

売上原価 2,409,369 2,660,641

売上総利益 1,532,438 1,877,817

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 8,824 7,611

貸倒引当金繰入額 22,474 △3,220

役員報酬 76,657 83,037

役員賞与引当金繰入額 － 20,000

給料及び手当 778,991 932,814

賞与引当金繰入額 32,000 36,000

退職給付費用 10,916 12,131

法定福利費 112,044 133,163

福利厚生費 4,291 4,916

旅費及び交通費 52,375 59,807

通信費 27,890 33,775

交際費 8,831 14,010

賃借料 90,230 95,407

減価償却費 15,340 19,692

消耗品費 17,564 21,548

印刷費 6,448 5,535

租税公課 12,585 15,285

保険料 13,026 14,007

雑費 111,488 127,685

販売費及び一般管理費合計 1,401,983 1,633,209

営業利益 130,454 244,607

営業外収益

受取利息 2,770 922

受取配当金 539 4,144

受取賃貸料 15,164 10,569

受取保険料 － 190

助成金収入 6,160 21,260

雑収入 8,993 3,983

営業外収益合計 33,628 41,069

営業外費用

支払利息 26,495 22,865

社債利息 100 －

賃貸費用 13,697 7,985

車両事故損失 2,702 7,594

雑損失 6,681 716

営業外費用合計 49,677 39,161

経常利益 114,406 246,516



(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)

特別利益

投資有価証券売却益 － 54

特別利益合計 － 54

特別損失

固定資産売却損 ※1 1,993 －

固定資産除却損 － ※2 7,105

投資有価証券売却損 40 9

投資有価証券評価損 63 622

会員権評価損 8,799 100

永代使用権整理損 － ※3 51,300

減損損失 － ※4 687

特別損失合計 10,896 59,823

税引前当期純利益 103,510 186,747

法人税、住民税及び事業税 19,337 66,282

法人税等調整額 － △73,002

法人税等合計 19,337 △6,719

当期純利益 84,172 193,466



  
（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)

売上高 3,941,807 4,538,459

売上原価 2,409,369 2,660,641

売上総利益 1,532,438 1,877,817

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 8,824 7,611

貸倒引当金繰入額 22,474 △3,220

役員報酬 76,657 83,037

役員賞与引当金繰入額 － 20,000

給料及び手当 778,991 932,814

賞与引当金繰入額 32,000 36,000

退職給付費用 10,916 12,131

法定福利費 112,044 133,163

福利厚生費 4,291 4,916

旅費及び交通費 52,375 59,807

通信費 27,890 33,775

交際費 8,831 14,010

賃借料 90,230 95,407

減価償却費 15,340 19,692

消耗品費 17,564 21,548

印刷費 6,448 5,535

租税公課 12,585 15,292

保険料 13,026 14,007

雑費 111,488 127,685

販売費及び一般管理費合計 1,401,983 1,633,216

営業利益 130,454 244,600

営業外収益

受取利息 2,770 922

受取配当金 539 4,144

受取賃貸料 15,164 10,569

助成金収入 9,920 21,260

雑収入 5,233 4,173

営業外収益合計 33,628 41,069

営業外費用

支払利息 26,495 22,865

社債利息 100 －

賃貸費用 13,697 7,985

車両事故損失 2,702 7,594

雑損失 6,681 716

営業外費用合計 49,677 39,161

経常利益 114,406 246,509



 
  

(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)

特別利益

投資有価証券売却益 － 54

特別利益合計 － 54

特別損失

固定資産売却損 ※1 1,993 －

固定資産除却損 － ※2 7,105

投資有価証券売却損 40 9

投資有価証券評価損 63 622

会員権評価損 8,799 100

永代使用権整理損 － ※3 51,300

減損損失 － ※4 687

特別損失合計 10,896 59,823

税引前当期純利益 103,510 186,740

法人税、住民税及び事業税 19,337 115,976

法人税等調整額 － △73,002

法人税等合計 19,337 42,974

当期純利益 84,172 143,765



（訂正前） 

（３）株主資本等変動計算書

(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 378,950 378,950

当期末残高 378,950 378,950

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 69,450 69,450

当期末残高 69,450 69,450

資本剰余金合計

当期首残高 69,450 69,450

当期末残高 69,450 69,450

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 10,000 10,000

当期変動額

利益準備金の積立 － 2,000

当期変動額合計 － 2,000

当期末残高 10,000 12,000

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 13,710 97,882

当期変動額

剰余金の配当 － △19,389

利益準備金の積立 － △2,000

当期純利益 84,172 193,466

当期変動額合計 84,172 172,077

当期末残高 97,882 269,960

利益剰余金合計

当期首残高 23,710 107,882

当期変動額

剰余金の配当 － △19,389

利益準備金の積立 － －

当期純利益 84,172 193,466

当期変動額合計 84,172 174,077

当期末残高 107,882 281,960

自己株式

当期首残高 △22,934 △15,592

当期変動額

自己株式の取得 △74 －

自己株式の処分 7,416 －

当期変動額合計 7,341 －

当期末残高 △15,592 △15,592



(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)

株主資本合計

当期首残高 449,176 540,690

当期変動額

剰余金の配当 － △19,389

当期純利益 84,172 193,466

自己株式の取得 △74 －

自己株式の処分 7,416 －

当期変動額合計 91,514 174,077

当期末残高 540,690 714,767

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 680 △4,278

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△4,959 2,244

当期変動額合計 △4,959 2,244

当期末残高 △4,278 △2,034

評価・換算差額等合計

当期首残高 680 △4,278

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△4,959 2,244

当期変動額合計 △4,959 2,244

当期末残高 △4,278 △2,034

純資産合計

当期首残高 449,856 536,411

当期変動額

剰余金の配当 － △19,389

当期純利益 84,172 193,466

自己株式の取得 △74 －

自己株式の処分 7,416 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,959 2,244

当期変動額合計 86,554 176,321

当期末残高 536,411 712,733



  
（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 378,950 378,950

当期末残高 378,950 378,950

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 69,450 69,450

当期末残高 69,450 69,450

資本剰余金合計

当期首残高 69,450 69,450

当期末残高 69,450 69,450

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 10,000 10,000

当期変動額

利益準備金の積立 － 2,000

当期変動額合計 － 2,000

当期末残高 10,000 12,000

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 13,710 97,882

当期変動額

剰余金の配当 － △19,389

利益準備金の積立 － △2,000

当期純利益 84,172 143,765

当期変動額合計 84,172 122,376

当期末残高 97,882 220,259

利益剰余金合計

当期首残高 23,710 107,882

当期変動額

剰余金の配当 － △19,389

利益準備金の積立 － －

当期純利益 84,172 143,765

当期変動額合計 84,172 124,376

当期末残高 107,882 232,259

自己株式

当期首残高 △22,934 △15,592

当期変動額

自己株式の取得 △74 －

自己株式の処分 7,416 －

当期変動額合計 7,341 －

当期末残高 △15,592 △15,592



 
  

(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)

株主資本合計

当期首残高 449,176 540,690

当期変動額

剰余金の配当 － △19,389

当期純利益 84,172 143,765

自己株式の取得 △74 －

自己株式の処分 7,416 －

当期変動額合計 91,514 124,376

当期末残高 540,690 665,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 680 △4,278

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△4,959 2,244

当期変動額合計 △4,959 2,244

当期末残高 △4,278 △2,034

評価・換算差額等合計

当期首残高 680 △4,278

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△4,959 2,244

当期変動額合計 △4,959 2,244

当期末残高 △4,278 △2,034

純資産合計

当期首残高 449,856 536,411

当期変動額

剰余金の配当 － △19,389

当期純利益 84,172 143,765

自己株式の取得 △74 －

自己株式の処分 7,416 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,959 2,244

当期変動額合計 86,554 126,620

当期末残高 536,411 663,032



（訂正前） 

（４）キャッシュ・フロー計算書

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 103,510 186,747

減価償却費 27,155 25,482

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,279 △16,780

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,000 4,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 20,000

受取利息及び受取配当金 △3,310 △5,066

支払利息及び社債利息 26,596 22,865

投資有価証券評価損益（△は益） 63 622

会員権評価損 8,799 100

固定資産売却損益（△は益） 1,993 －

固定資産除却損 － 7,105

永代使用権整理損 － 51,300

売上債権の増減額（△は増加） 66,189 △205,902

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,526 △7,296

仕入債務の増減額（△は減少） △40,095 101,071

破産更生債権等の増減額（△は増加） △121,254 59,286

その他 43,874 46,656

小計 153,275 290,190

利息及び配当金の受取額 3,370 4,535

利息の支払額 △27,184 △21,853

法人税等の支払額 △4,559 △29,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,902 243,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △118,116 △122,288

定期預金の払戻による収入 79,154 32,788

有形固定資産の取得による支出 △4,178 △15,187

有形固定資産の売却による収入 33,000 －

無形固定資産の取得による支出 △14,727 －

投資有価証券の取得による支出 △1,779 △1,219

差入保証金の差入による支出 △2,625 △2,759

差入保証金の回収による収入 477 573

長期貸付金の回収による収入 12,000 －

その他 22 8,067

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,771 △100,025



(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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △110,000 △120,000

長期借入れによる収入 200,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △118,092 △265,056

社債の償還による支出 △100,105 －

配当金の支払額 △86 △16,417

自己株式の処分による収入 7,416 －

自己株式の取得による支出 △74 －

その他 － △4,196

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,941 △255,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,811 △112,603

現金及び現金同等物の期首残高 257,776 244,965

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 244,965 ※ 133,004



  
（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 103,510 186,740

減価償却費 27,155 25,482

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,279 △16,780

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,000 4,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 20,000

受取利息及び受取配当金 △3,310 △5,066

支払利息及び社債利息 26,596 22,865

投資有価証券評価損益（△は益） 63 622

会員権評価損 8,799 100

固定資産売却損益（△は益） 1,993 －

固定資産除却損 － 7,105

永代使用権整理損 － 51,300

売上債権の増減額（△は増加） 66,189 △205,902

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,526 △7,296

仕入債務の増減額（△は減少） △40,095 101,071

破産更生債権等の増減額（△は増加） △121,254 59,286

その他 43,874 46,663

小計 153,275 290,190

利息及び配当金の受取額 3,370 4,535

利息の支払額 △27,184 △21,853

法人税等の支払額 △4,559 △29,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,902 243,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △118,116 △122,288

定期預金の払戻による収入 79,154 32,788

有形固定資産の取得による支出 △4,178 △15,187

有形固定資産の売却による収入 33,000 －

無形固定資産の取得による支出 △14,727 －

投資有価証券の取得による支出 △1,779 △1,219

差入保証金の差入による支出 △2,625 △2,759

差入保証金の回収による収入 477 573

長期貸付金の回収による収入 12,000 －

その他 22 8,067

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,771 △100,025



 
  

(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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △110,000 △120,000

長期借入れによる収入 200,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △118,092 △265,056

社債の償還による支出 △100,105 －

リース債務の返済による支出 － △4,196

配当金の支払額 △86 △16,417

自己株式の処分による収入 7,416 －

自己株式の取得による支出 △74 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,941 △255,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,811 △111,960

現金及び現金同等物の期首残高 257,776 244,965

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 244,965 ※ 133,004



（訂正前） 

 
  

（８）財務諸表に関する注記事項

(税効果会計関係)

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)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

  賞与引当金 12,726千円

  未払法定福利費 1,742千円

  貸倒引当金 80,444千円

  ゴルフ会員権評価損 24,892千円

  繰越欠損金 43,753千円

  減損損失 16,729千円

  未払事業税 1,179千円

  その他 4,357千円

  繰延税金資産小計 185,825千円

  評価性引当額 △185,825千円

  繰延税金資産合計 ―千円

  (繰延税金負債)

  その他有価証券評価差額金 909千円

  繰延税金負債合計 909千円

  差引：繰延税金負債の純額 909千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

 賞与引当金 20,822千円

 未払法定福利費 1,828千円

 貸倒引当金 65,719千円

 ゴルフ会員権評価損 17,072千円

 繰越欠損金 ―千円

 減損損失 14,849千円

 未払事業税 3,204千円

 その他 4,337千円

 繰延税金資産小計 127,834千円

 評価性引当額 △54,831千円

 繰延税金資産合計 73,002千円

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金 947千円

 繰延税金負債合計 947千円

 差引：繰延税金資産の純額 72,055千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
（単位：％）

 法定実効税率 39.8

  (調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目 3.7

 役員賞与 0.4

 住民税均等割 4.3

 評価性引当額の増減 21.9

 繰越欠損金の充当 △66.7

 留保金課税 12.1

 その他 3.2

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 18.7
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
（単位：％）

法定実効税率 37.2

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 13.9

役員賞与 0.7

住民税均等割 2.8

評価性引当額の増減 △42.6

繰越欠損金の充当 △23.5

留保金課税 0.2

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △11.8

――― ３ 法定実効税率の変化による繰延税金資産及び繰延税

金負債の金額の修正

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図

るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日

本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12

月２日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24

年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した

法定実効税率は、前事業年度の39.8％から、回収又

は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平

成24年３月31日までのものは37.2％、平成27年４月

１日以降のもについては34.8％にそれぞれ変更され

ております。 

 その結果、繰延税金負債及びその他有価証券評価

差額金の金額が135千円減少しております。



  
（訂正後） 

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)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

  賞与引当金 12,726千円

  未払法定福利費 1,742千円

  貸倒引当金 80,444千円

  ゴルフ会員権評価損 24,892千円

  減損損失 16,729千円

  未払事業税 1,179千円

  その他 4,357千円

  繰延税金資産小計 142,071千円

  評価性引当額 △142,071千円

  繰延税金資産合計 ―千円

  (繰延税金負債)

  その他有価証券評価差額金 909千円

  繰延税金負債合計 909千円

  差引：繰延税金負債の純額 △909千円
 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   (繰延税金資産)

 賞与引当金 20,822千円

 未払法定福利費 1,828千円

 貸倒引当金 65,719千円

 ゴルフ会員権評価損 17,072千円

 減損損失 14,849千円

 未払事業税 3,204千円

 その他 4,337千円

 繰延税金資産小計 127,834千円

 評価性引当額 △54,831千円

 繰延税金負債(固定)との相殺 △598千円

 繰延税金資産合計 72,404千円

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金 947千円

 繰延税金資産(固定)との相殺 △598千円

 繰延税金負債合計 349千円

 差引：繰延税金資産の純額 72,055千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
（単位：％）

 法定実効税率 39.8

  (調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目 3.7

 役員賞与 0.4

 住民税均等割 4.3

 評価性引当額の増減 21.9

 繰越欠損金の減少 △62.9

 留保金課税 9.1

 その他 2.4

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 18.7
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
（単位：％）

法定実効税率 39.8

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 14.0

役員賞与 0.7

役員賞与引当金 4.3

住民税均等割 2.6

評価性引当額の増減 △42.5

留保金課税 0.0

税率変更による期末繰延税金資産の減額 2.7

その他 1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.0

――― ３ 法定実効税率の変化による繰延税金資産及び繰延税

金負債の金額の修正

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図

るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日

本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12

月２日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24

年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した

法定実効税率は、前事業年度の39.8％から、回収又

は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平

成24年３月31日までのものは37.2％、平成27年４月

１日以降のもについては34.8％にそれぞれ変更され

ております。 

 その結果、繰延税金資産の金額が5,036千円、繰

延税金負債（繰延税金資産の金額を控除した金額）

が57千円減少し、当事業年度に計上された法人税等

調整額（借方）が5,114千円、その他有価証券評価

差額金が135千円増加しております。



  

当事業年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日） 

（訂正前） 

 
(注) 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は、主に総務及

び経理等の管理部門及びクリエイティブ部門にかかる一般管理費であります。 

(2) セグメント資産及びセグメント負債の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社資産及び全社負債であ

ります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であり、全社負債は主に報告セグメン

トに帰属しない借入金であります。 

(3) その他の項目の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減価償却費及び固定資産の増加

額であります。 

  

（訂正後） 

 
(注) 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は、主に総務及

び経理等の管理部門及びクリエイティブ部門にかかる一般管理費であります。 

(2) セグメント資産及びセグメント負債の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社資産及び全社負債であ

ります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であり、全社負債は主に報告セグメン

トに帰属しない借入金であります。 

(3) その他の項目の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減価償却費及び固定資産の増加

額であります。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額(注) 財務諸表計上額

メディア事業 広告ＳＰ事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,626,284 1,912,175 4,538,459 ― 4,538,459

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,626,284 1,912,175 4,538,459 ― 4,538,459

セグメント利益 419,510 227,170 646,680 △402,072 244,607

セグメント資産 961,286 505,267 1,466,554 1,017,129 2,483,683

セグメント負債 259,613 238,086 497,699 1,273,250 1,770,950

その他の項目

  減価償却費 9,623 1,888 11,511 8,180 19,692

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

4,774 333 5,107 43,780 48,887

(単位：千円)

報告セグメント
調整額(注) 財務諸表計上額

メディア事業 広告ＳＰ事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,626,284 1,912,175 4,538,459 ― 4,538,459

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,626,284 1,912,175 4,538,459 ― 4,538,459

セグメント利益 419,510 227,170 646,680 △402,079 244,600

セグメント資産 961,286 505,267 1,466,554 1,016,531 2,483,085

セグメント負債 259,613 238,086 497,699 1,322,353 1,820,053

その他の項目

  減価償却費 9,623 1,888 11,511 8,180 19,692

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

4,774 333 5,107 43,780 48,887



  

（訂正前） 

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり純資産額 83円00銭 110円28銭

１株当たり当期純利益 13円16銭 29円93銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
― ―

項目
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)

損益計算書上の当期純利益（千円) 84,172 193,466

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 84,172 193,466

普通株式の期中平均株式数 (株) 6,396,172 6,463,135

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益の算定に用いられた普通株式増加
数の主要な内訳（株） 
 新株予約権

  
 

―

  
 

―

普通株式増加数（株） ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権方式によるストック・オ

プション数176個（352千株）

新株予約権方式によるストック・オ

プション数173個（346千株）



  
（訂正後） 

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目
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)

１株当たり純資産額 83円00銭 102円59銭

１株当たり当期純利益 13円16銭 22円24銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
― ―

項目
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)

損益計算書上の当期純利益（千円) 84,172 143,765

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (千円) 84,172 143,765

普通株式の期中平均株式数 (株) 6,396,172 6,463,135

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益の算定に用いられた普通株式増加
数の主要な内訳（株） 
 新株予約権

  
 

―

  
 

―

普通株式増加数（株） ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権方式によるストック・オ

プション数176個（352千株）

新株予約権方式によるストック・オ

プション数173個（346千株）
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