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平成 25 年 5月 23 日 

各      位 

会 社 名  株式会社豆蔵ホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 荻原 紀男 

（コード番号 ３７５６ 東証マザーズ） 

問合せ先  IR 担当 

（TEL．０３－５３３９－２１００） 

 
（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 25 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 

 当社は、平成 25 年 5月 8日に発表いたしました「平成 25 年 3月期 決算短信〔日本基準〕（連

結）」について一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり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表示しております。また、数値データ（XBRL）にも訂正が

ありましたので訂正後の数値データ（XBRL）も送信いたします。 

 

記 

 

【訂正理由】 

上記公表日までに持分法適用関連会社から報告を受けた会計数値に対し、税金費用が追加計上

され当該会計数値を訂正する旨の報告を受けましたので、持分法による投資利益及びこれに関連

する箇所、並びにその他訂正すべき箇所の訂正を行います。 

 

【訂正箇所一覧】 

 （短信該当ページ）

サマリー情報 １．平成 25 年 3月期の連結業績 (1)連結経営成績 ― 

サマリー情報 １．平成 25 年 3月期の連結業績 (2)連結財政状態 ― 

サマリー情報 ２．配当の状況 ― 

サマリー情報 ３．平成 26 年 3月期の連結業績予想 ― 

１．経営成績・財政状態に関する分析  (1)経営成績に関する分析 2、4 

１．経営成績・財政状態に関する分析  (2)財政状態に関する分析 5 

４．連結財務諸表 (1)連結貸借対照表 16、17 
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４．連結財務諸表 (3)連結株主資本等変動計算書 20、21 
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４．連結財務諸表 (5)連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等） 35 
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４．連結財務諸表 (5)連結財務諸表に関する注記事項（重要な後発事象） 39 
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《訂正箇所》 
 
（サマリー情報） 
１．平成 25 年 3 月期の連結業績（平成 24 年 4月 1日～平成 25 年 3 月 31 日） 
（１）連結経営成績 
【訂正前】                                                         

 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 ％

25 年 3 月期 9,411 48.6 851 63.3 960 73.8 625 47.1

24 年 3 月期 6,332 42.4 521 41.6 553 44.7 425 74.4

（注） 包括利益  25 年 3 月期 651 百万円（48.5％）  24 年 3 月期  438 百万円（95.8％） 
 

 
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 ％ ％ ％

25 年 3 月期 7,241.03 7,026.54 21.2 16.5 9.0

24 年 3 月期 4,964.98 4,808.75 17.3 11.9 8.2

（参考）持分法投資損益   25 年 3 月期 114 百万円  24 年 3 月期 28 百万円 

 
【訂正後】                                                         

 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 ％

25 年 3 月期 9,411 48.6 851 63.3 928 68.0 593 39.6

24 年 3 月期 6,332 42.4 521 41.6 553 44.7 425 74.4

（注） 包括利益  25 年 3 月期 619 百万円（41.2％）  24 年 3 月期  438 百万円（95.8％） 
 

 
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 ％ ％ ％

25 年 3 月期 6,870.49 6,666.97 20.2 16.0 9.0

24 年 3 月期 4,964.98 4,808.75 17.3 11.9 8.2

（参考）持分法投資損益   25 年 3 月期 82 百万円  24 年 3 月期 28 百万円 

 
（２）連結財政状態 
【訂正前】 

 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

25 年 3 月期 6,071 3,294 53.8 37,570.82

24 年 3 月期 5,573 2,689 47.2 30,648.60

（参考）自己資本   25 年 3 月期 3,269 百万円  24 年 3 月期 2,632 百万円 

 
【訂正後】 

 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

25 年 3 月期 6,039 3,262 53.6 37,203.09

24 年 3 月期 5,573 2,689 47.2 30,648.60

（参考）自己資本   25 年 3 月期 3,237 百万円  24 年 3 月期 2,632 百万円 
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２．配当の状況 
【訂正前】 

 
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結）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 ％ ％

24 年 3 月期 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00 42 10.1 1.7

25 年 3 月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 87 13.8 2.9

26 年 3 月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00  16.3 

 
【訂正後】 

 
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結）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 ％ ％

24 年 3 月期 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00 42 10.1 1.7

25 年 3 月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 87 14.6 2.9

26 年 3 月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00  16.3 

 

 
３．平成 26 年 3 月期の連結業績予想（平成 25 年 4月 1日～平成 26 年 3月 31 日） 
【訂正前】 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭

第２四半期(累計) 4,500 0.7 320 △10.0 300 △33.3 160 △50.3 9.26

通  期 10,000 6.3 900 5.7 920 △4.3 530 △15.2 30.68

 
【訂正後】 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭

第２四半期(累計) 4,500 0.7 320 △10.0 300 △33.3 160 △50.3 9.26

通  期 10,000 6.3 900 5.7 920 △1.0 530 △10.7 30.68
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（添付資料2ページ） 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

(1）経営成績に関する分析 

【訂正前】 

 …（前略）… 

  この結果、売上高は、9,411,030 千円（前期比 48.6％増）、営業利益は、851,533 千円（前期比 63.3％増）となり、

経常利益は、960,995 千円（前期比 73.8％増）、当期純利益は、625,277 千円（前期比 47.1％増）となりました。 

…（後略）… 

 

【訂正後】 

 …（前略）… 

この結果、売上高は、9,411,030千円（前期比48.6％増）、営業利益は、851,533千円（前期比63.3％増）となり、

経常利益は、928,998千円（前期比68.0％増）、当期純利益は、593,280千円（前期比39.6％増）となりました。 

…（後略）… 

 

 

 
（添付資料4ページ） 

（次期の見通し） 

 【訂正前】 

 …（前略）… 

  その結果、次期（平成26年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高10,000百万円（前期比6.3％増）、連

結営業利益900百万円（同5.7％増）、連結経常利益920百万円（同4.3％減）、連結当期純利益530百万円（同15.2％

減）を見込んでおります。 

…（後略）… 

 

【訂正後】 

 …（前略）… 

  その結果、次期（平成26年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高10,000百万円（前期比6.3％増）、連

結営業利益900百万円（同5.7％増）、連結経常利益920百万円（同1.0％減）、連結当期純利益530百万円（同10.7％

減）を見込んでおります。 

…（後略）… 

 

 

    

（添付資料 5ページ） 

 (2）財政状態に関する分析 
【訂正前】 

① 資産、負債及び純資産の状況 

(イ）資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、11.9％増加し、3,573,147千円となりました。これは、主として、 

「現金及び預金」が365,398千円、「その他」に含まれる未収還付法人税等が28,782千円増加したことなどによ

ります。（なお、「現金及び預金」の詳しい内容につきましては、22ページの連結キャッシュ・フロー計算書を

ご参照下さい。） 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、4.9％増加し、2,498,001千円となりました。これは、主として、

「投資有価証券」が197,327千円、「建物」が56,340千円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、8.9％増加し、6,071,149千円となりました。 

(ロ）負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、7.1％減少し、2,117,341千円となりました。これは、主として「短

期借入金」が180,000千円減少し、一方で、「１年内返済予定の長期借入金」が71,898千円増加したことなどに

よります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて9.1％増加し、659,665千円となりました。これは、主として「長期借

入金」が61,682千円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、3.7％減少し、2,777,007千円となりました。 
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(ハ）純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、22.5％増加し、3,294,141千円となりました。これは、主として

「利益剰余金」に含まれる繰越利益剰余金が581,105千円増加したことなどによります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて、363,883

千円増加し、当連結会計年度末においては、1,760,067千円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果720,095千円（前期比192,280千円の収入増）の資金を得られました。収入の主な内訳は、税金

等調整前当期純利益924,717千円、減価償却費112,129千円、のれん償却額108,046千円などです。一方、支出の

主な内訳は、持分法による投資損益114,937千円などであります。 

(ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により使用した資金は290,956千円（前期比441,620千円の支出減）です。これは、主として有形固定

資産の取得による支出134,521千円などがあったものによります。 

(ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果67,893千円（前期比650,751千円の収入減）の資金を支出しました。主な収入としては、短期

借入れによる収入が4,090,000千円、長期借入れによる収入が400,000千円となっています。主な支出としては、

短期借入金の返済による支出が4,270,000千円、長期借入金の返済による支出が266,420千円となっております。 

  

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

  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 平成25年３月期

自己資本比率（％） 72.1 59.4 60.8 47.2 53.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
35.2 32.9 104.9 76.9 153.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
540.7 △1,127.9 169.4 320.2 228.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
13.4 △7.9 39.3 33.8 36.5

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 

キャッシュ・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 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   ２ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

３ 有利子負債は、連結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。 

 

【訂正後】 

① 資産、負債及び純資産の状況 

(イ）資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、11.9％増加し、3,573,147千円となりました。これは、主として、 

「現金及び預金」が365,398千円、「その他」に含まれる未収還付法人税等が28,782千円増加したことなどによ

ります。（なお、「現金及び預金」の詳しい内容につきましては、22ページの連結キャッシュ・フロー計算書を

ご参照下さい。） 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、3.6％増加し、2,466,004千円となりました。これは、主として、

「投資有価証券」が165,330千円、「建物」が56,340千円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、8.4％増加し、6,039,152千円となりました。 

(ロ）負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、7.1％減少し、2,117,341千円となりました。これは、主として「短

期借入金」が180,000千円減少し、一方で、「１年内返済予定の長期借入金」が71,898千円増加したことなどに

よります。 
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 固定負債は、前連結会計年度末に比べて9.1％増加し、659,665千円となりました。これは、主として「長期借

入金」が61,682千円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、3.7％減少し、2,777,007千円となりました。 

(ハ）純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、21.3％増加し、3,262,144千円となりました。これは、主として

「利益剰余金」に含まれる繰越利益剰余金が549,108千円増加したことなどによります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて、363,883

千円増加し、当連結会計年度末においては、1,760,067千円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果720,095千円（前期比192,280千円の収入増）の資金を得られました。収入の主な内訳は、税金

等調整前当期純利益892,720千円、減価償却費112,129千円、のれん償却額108,046千円などです。一方、支出の

主な内訳は、持分法による投資損益82,940千円などであります。 

(ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により使用した資金は290,956千円（前期比441,620千円の支出減）です。これは、主として有形固定

資産の取得による支出134,521千円などがあったものによります。 

(ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果67,893千円（前期比650,751千円の収入減）の資金を支出しました。主な収入としては、短期

借入れによる収入が4,090,000千円、長期借入れによる収入が400,000千円となっています。主な支出としては、

短期借入金の返済による支出が4,270,000千円、長期借入金の返済による支出が266,420千円となっております。 

  

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

  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 平成25年３月期

自己資本比率（％） 72.1 59.4 60.8 47.2 53.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
35.2 32.9 104.9 76.9 153.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
540.7 △1,127.9 169.4 320.2 228.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
13.4 △7.9 39.3 33.8 36.5

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 

キャッシュ・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 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   ２ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

３ 有利子負債は、連結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。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

【訂正前】 
（単位：千円）

          前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 ※2 1,494,205 1,859,604
    受取手形及び売掛金 1,393,835 1,405,178
    商品 4,661 5,612
    仕掛品 84,012 66,195
    繰延税金資産 122,050 99,396
    その他 97,450 140,735
    貸倒引当金 △3,870 △3,574
    流動資産合計 3,192,345 3,573,147
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物 95,805 152,145
        減価償却累計額 △61,703 △55,852
        建物（純額） 34,101 96,292
      車両運搬具 12,254 3,421
        減価償却累計額 △9,797 △2,728
        車両運搬具（純額） 2,457 693
      工具、器具及び備品 328,410 278,210
        減価償却累計額 △283,942 △231,065
        工具、器具及び備品（純額） 44,468 47,144
      有形固定資産合計 81,027 144,130
    無形固定資産 
      ソフトウエア 116,802 108,595
      のれん 926,668 811,016
      その他 8,910 1,690
      無形固定資産合計 1,052,381 921,302
    投資その他の資産 
      投資有価証券 ※1, ※2 798,877 ※1, ※2 996,205
      差入保証金 257,692 234,581
      保険積立金 100,003 131,843
      繰延税金資産 31,868 18,411
      その他 118,737 108,169
      貸倒引当金 △59,203 △56,643
      投資その他の資産合計 1,247,976 1,432,567
    固定資産合計 2,381,385 2,498,001
  資産合計 5,573,731 6,071,149
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【訂正後】 
（単位：千円）

         前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金及び預金 ※2 1,494,205 1,859,604
    受取手形及び売掛金 1,393,835 1,405,178
    商品 4,661 5,612
    仕掛品 84,012 66,195
    繰延税金資産 122,050 99,396
    その他 97,450 140,735
    貸倒引当金 △3,870 △3,574
    流動資産合計 3,192,345 3,573,147
  固定資産 
    有形固定資産 
      建物 95,805 152,145
        減価償却累計額 △61,703 △55,852
        建物（純額） 34,101 96,292
      車両運搬具 12,254 3,421
        減価償却累計額 △9,797 △2,728
        車両運搬具（純額） 2,457 693
      工具、器具及び備品 328,410 278,210
        減価償却累計額 △283,942 △231,065
        工具、器具及び備品（純額） 44,468 47,144
      有形固定資産合計 81,027 144,130
    無形固定資産 
      ソフトウエア 116,802 108,595
      のれん 926,668 811,016
      その他 8,910 1,690
      無形固定資産合計 1,052,381 921,302
    投資その他の資産 
      投資有価証券 ※1, ※2 798,877 ※1, ※2 964,208
      差入保証金 257,692 234,581
      保険積立金 100,003 131,843
      繰延税金資産 31,868 18,411
      その他 118,737 108,169
      貸倒引当金 △59,203 △56,643
      投資その他の資産合計 1,247,976 1,400,570
    固定資産合計 2,381,385 2,466,004
  資産合計 5,573,731 6,039,152
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【訂正前】 

 
（単位：千円）

      前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

負債の部 
  流動負債 
    買掛金 358,058 300,857
    短期借入金 ※2 980,000 ※2 800,000
    1年内返済予定の長期借入金 ※2 161,472 ※2 233,370
    未払法人税等 173,317 166,755
    賞与引当金 44,128 43,648
    事務所移転費用引当金 31,688 5,924
    事業譲渡損失引当金 － 8,887
    その他 531,412 557,897
    流動負債合計 2,280,077 2,117,341
  固定負債 
    長期借入金 ※2 548,344 ※2 610,026
    負ののれん 20,913 13,308
    退職給付引当金 34,583 35,601
    その他 665 730
    固定負債合計 604,506 659,665
  負債合計 2,884,583 2,777,007

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 807,748 822,932
    資本剰余金 1,191,268 1,206,452
    利益剰余金 769,977 1,352,314
    自己株式 △119,453 △119,453
    株主資本合計 2,649,541 3,262,245
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 △17,028 4,277
    為替換算調整勘定 △380 2,589
    その他の包括利益累計額合計 △17,408 6,866
  新株予約権 37,268 25,029
  少数株主持分 19,746 －
  純資産合計 2,689,147 3,294,141

負債純資産合計 5,573,731 6,071,149
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【訂正後】 
（単位：千円）

      前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

負債の部 
  流動負債 
    買掛金 358,058 300,857
    短期借入金 ※2 980,000 ※2 800,000
    1年内返済予定の長期借入金 ※2 161,472 ※2 233,370
    未払法人税等 173,317 166,755
    賞与引当金 44,128 43,648
    事務所移転費用引当金 31,688 5,924
    事業譲渡損失引当金 － 8,887
    その他 531,412 557,897
    流動負債合計 2,280,077 2,117,341
  固定負債 
    長期借入金 ※2 548,344 ※2 610,026
    負ののれん 20,913 13,308
    退職給付引当金 34,583 35,601
    その他 665 730
    固定負債合計 604,506 659,665
  負債合計 2,884,583 2,777,007

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 807,748 822,932
    資本剰余金 1,191,268 1,206,452
    利益剰余金 769,977 1,320,317
    自己株式 △119,453 △119,453
    株主資本合計 2,649,541 3,230,248
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 △17,028 4,277
    為替換算調整勘定 △380 2,589
    その他の包括利益累計額合計 △17,408 6,866
  新株予約権 37,268 25,029
  少数株主持分 19,746 －
  純資産合計 2,689,147 3,262,144

負債純資産合計 5,573,731 6,039,152
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

【訂正前】 

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 6,332,554 9,411,030

売上原価 ※1 4,485,162 6,633,168

売上総利益 1,847,392 2,777,861

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 1,325,869 ※2, ※3 1,926,328

営業利益 521,523 851,533

営業外収益 
  受取配当金 5,096 4,856
  持分法による投資利益 28,617 114,937
  負ののれん償却額 7,605 7,605
  その他 7,286 7,885
  営業外収益合計 48,605 135,283

営業外費用 
  支払利息 15,627 19,710
  その他 1,418 6,110
  営業外費用合計 17,046 25,821

経常利益 553,082 960,995

特別利益 
  固定資産売却益 ※4 1 ※4 1,817
  負ののれん発生益 47,346 7,052
  新株予約権戻入益 936 3,130
  段階取得に係る差益 6,814 －
  特別利益合計 55,097 11,999

特別損失 
  投資有価証券評価損 － 5,308
  事務所移転費用引当金繰入額 24,587 7,064
  プロジェクト改善費用 15,004 －
  事業譲渡損失引当金繰入額 － 8,887
  役員退職慰労金 － 24,000
  会員権評価損 6,787 －
  その他 ※5 5,021 ※5 3,017
  特別損失合計 51,400 48,278

税金等調整前当期純利益 556,779 924,717

法人税、住民税及び事業税 172,114 272,947

法人税等調整額 △55,058 24,842

法人税等合計 117,055 297,790

少数株主損益調整前当期純利益 439,723 626,927

少数株主利益 14,716 1,649

当期純利益 425,007 625,277
    

  

 

 
 



－ 12 － 

【訂正後】 
（単位：千円）

   
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 6,332,554 9,411,030

売上原価 ※1 4,485,162 6,633,168

売上総利益 1,847,392 2,777,861

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 1,325,869 ※2, ※3 1,926,328

営業利益 521,523 851,533

営業外収益 
  受取配当金 5,096 4,856
  持分法による投資利益 28,617 82,940
  負ののれん償却額 7,605 7,605
  その他 7,286 7,885
  営業外収益合計 48,605 103,286

営業外費用 
  支払利息 15,627 19,710
  その他 1,418 6,110
  営業外費用合計 17,046 25,821

経常利益 553,082 928,998

特別利益 
  固定資産売却益 ※4 1 ※4 1,817
  負ののれん発生益 47,346 7,052
  新株予約権戻入益 936 3,130
  段階取得に係る差益 6,814 －
  特別利益合計 55,097 11,999

特別損失 
  投資有価証券評価損 － 5,308
  事務所移転費用引当金繰入額 24,587 7,064
  プロジェクト改善費用 15,004 －
  事業譲渡損失引当金繰入額 － 8,887
  役員退職慰労金 － 24,000
  会員権評価損 6,787 －
  その他 ※5 5,021 ※5 3,017
  特別損失合計 51,400 48,278

税金等調整前当期純利益 556,779 892,720

法人税、住民税及び事業税 172,114 272,947

法人税等調整額 △55,058 24,842

法人税等合計 117,055 297,790

少数株主損益調整前当期純利益 439,723 594,930

少数株主利益 14,716 1,649

当期純利益 425,007 593,280
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（連結包括利益計算書） 
【訂正前】 

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 439,723 626,927

その他の包括利益 
  その他有価証券評価差額金 △699 20,384
  為替換算調整勘定 △382 2,969
  持分法適用会社に対する持分相当額 △220 921
  その他の包括利益合計 ※ △1,302 ※ 24,275

包括利益 438,420 651,202

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 423,707 649,553
  少数株主に係る包括利益 14,713 1,649
    

  
 
 
【訂正後】 

（単位：千円）

   
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 439,723 594,930

その他の包括利益 
  その他有価証券評価差額金 △699 20,384
  為替換算調整勘定 △382 2,969
  持分法適用会社に対する持分相当額 △220 921
  その他の包括利益合計 ※ △1,302 ※ 24,275

包括利益 438,420 619,205

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 423,707 617,556
  少数株主に係る包括利益 14,713 1,649
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（３）連結株主資本等変動計算書 
【訂正前】 

（単位：千円）

        
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本 
  資本金 
    当期首残高 802,300 807,748
    当期変動額 
      新株の発行 5,448 15,183
      当期変動額合計 5,448 15,183
    当期末残高 807,748 822,932
  資本剰余金 
    当期首残高 1,185,820 1,191,268
    当期変動額 
      新株の発行 5,448 15,183
      当期変動額合計 5,448 15,183
    当期末残高 1,191,268 1,206,452
  利益剰余金 
    当期首残高 419,770 769,977
    当期変動額 
      連結範囲の変動 △37,770 －
      剰余金の配当 △37,030 △42,940
      当期純利益 425,007 625,277
      当期変動額合計 350,206 582,337
    当期末残高 769,977 1,352,314
  自己株式 
    当期首残高 △119,453 △119,453
    当期末残高 △119,453 △119,453
  株主資本合計 
    当期首残高 2,288,437 2,649,541
    当期変動額 
      連結範囲の変動 △37,770 －
      新株の発行 10,897 30,367
      剰余金の配当 △37,030 △42,940
      当期純利益 425,007 625,277
      当期変動額合計 361,104 612,704
    当期末残高 2,649,541 3,262,245
        

  

 

 

 

 

 



－ 15 － 

【訂正後】 
（単位：千円）

       
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本 
  資本金 
    当期首残高 802,300 807,748
    当期変動額 
      新株の発行 5,448 15,183
      当期変動額合計 5,448 15,183
    当期末残高 807,748 822,932
  資本剰余金 
    当期首残高 1,185,820 1,191,268
    当期変動額 
      新株の発行 5,448 15,183
      当期変動額合計 5,448 15,183
    当期末残高 1,191,268 1,206,452
  利益剰余金 
    当期首残高 419,770 769,977
    当期変動額 
      連結範囲の変動 △37,770 －
      剰余金の配当 △37,030 △42,940
      当期純利益 425,007 593,280
      当期変動額合計 350,206 550,340
    当期末残高 769,977 1,320,317
  自己株式 
    当期首残高 △119,453 △119,453
    当期末残高 △119,453 △119,453
  株主資本合計 
    当期首残高 2,288,437 2,649,541
    当期変動額 
      連結範囲の変動 △37,770 －
      新株の発行 10,897 30,367
      剰余金の配当 △37,030 △42,940
      当期純利益 425,007 593,280
      当期変動額合計 361,104 580,707
    当期末残高 2,649,541 3,230,248
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【訂正前】 

（単位：千円）

        
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 
    当期首残高 △16,108 △17,028
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△920 21,306

      当期変動額合計 △920 21,306
    当期末残高 △17,028 4,277
  為替換算調整勘定 
    当期首残高 － △380
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△380 2,969

      当期変動額合計 △380 2,969
    当期末残高 △380 2,589
  その他の包括利益累計額合計 
    当期首残高 △16,108 △17,408
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△1,300 24,275

      当期変動額合計 △1,300 24,275
    当期末残高 △17,408 6,866

新株予約権 
  当期首残高 38,850 37,268
  当期変動額 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,582 △12,239
    当期変動額合計 △1,582 △12,239
  当期末残高 37,268 25,029

少数株主持分 
  当期首残高 － 19,746
  当期変動額 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,746 △19,746
    当期変動額合計 19,746 △19,746
  当期末残高 19,746 －

純資産合計 
  当期首残高 2,311,179 2,689,147
  当期変動額 
    連結範囲の変動 △37,770 －
    新株の発行 10,897 30,367
    剰余金の配当 △37,030 △42,940
    当期純利益 425,007 625,277
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,864 △7,710
    当期変動額合計 377,968 604,993
  当期末残高 2,689,147 3,294,141
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【訂正後】 
（単位：千円）

        
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 
    当期首残高 △16,108 △17,028
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△920 21,306

      当期変動額合計 △920 21,306
    当期末残高 △17,028 4,277
  為替換算調整勘定 
    当期首残高 － △380
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△380 2,969

      当期変動額合計 △380 2,969
    当期末残高 △380 2,589
  その他の包括利益累計額合計 
    当期首残高 △16,108 △17,408
    当期変動額 

      株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
△1,300 24,275

      当期変動額合計 △1,300 24,275
    当期末残高 △17,408 6,866

新株予約権 
  当期首残高 38,850 37,268
  当期変動額 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,582 △12,239
    当期変動額合計 △1,582 △12,239
  当期末残高 37,268 25,029

少数株主持分 
  当期首残高 － 19,746
  当期変動額 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,746 △19,746
    当期変動額合計 19,746 △19,746
  当期末残高 19,746 －

純資産合計 
  当期首残高 2,311,179 2,689,147
  当期変動額 
    連結範囲の変動 △37,770 －
    新株の発行 10,897 30,367
    剰余金の配当 △37,030 △42,940
    当期純利益 425,007 593,280
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,864 △7,710
    当期変動額合計 377,968 572,996
  当期末残高 2,689,147 3,262,144
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（添付資料 22 ページ） 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  税金等調整前当期純利益 556,779 924,717
  減価償却費 91,053 112,129
  のれん償却額 85,268 108,046
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △476 △295
  受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,929 △10,929
  受取利息及び受取配当金 △5,389 △5,170
  支払利息 15,627 19,710
  持分法による投資損益（△は益） △28,617 △114,937
  売上債権の増減額（△は増加） △55,940 △14,148
  たな卸資産の増減額（△は増加） 46,363 15,291
  仕入債務の増減額（△は減少） 84,628 △57,200
  負ののれん発生益 △47,346 △7,052
  賞与引当金の増減額（△は減少） △14,755 △479
  未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △83,468 26,001
  未払又は未収消費税等の増減額 △11,124 1,546
  その他の資産の増減額（△は増加） 139 21,598
  その他の負債の増減額（△は減少） △1,344 12,224
  その他 3,565 10,388
  小計 645,892 1,041,440
  利息及び配当金の受取額 5,397 5,172
  利息の支払額 △14,151 △19,795
  法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △84,416 △307,298
  その他 △24,907 575
  営業活動によるキャッシュ・フロー 527,814 720,095
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【訂正後】 
（単位：千円）

   
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  税金等調整前当期純利益 556,779 892,720
  減価償却費 91,053 112,129
  のれん償却額 85,268 108,046
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △476 △295
  受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,929 △10,929
  受取利息及び受取配当金 △5,389 △5,170
  支払利息 15,627 19,710
  持分法による投資損益（△は益） △28,617 △82,940
  売上債権の増減額（△は増加） △55,940 △14,148
  たな卸資産の増減額（△は増加） 46,363 15,291
  仕入債務の増減額（△は減少） 84,628 △57,200
  負ののれん発生益 △47,346 △7,052
  賞与引当金の増減額（△は減少） △14,755 △479
  未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △83,468 26,001
  未払又は未収消費税等の増減額 △11,124 1,546
  その他の資産の増減額（△は増加） 139 21,598
  その他の負債の増減額（△は減少） △1,344 12,224
  その他 3,565 10,388
  小計 645,892 1,041,440
  利息及び配当金の受取額 5,397 5,172
  利息の支払額 △14,151 △19,795
  法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △84,416 △307,298
  その他 △24,907 575
  営業活動によるキャッシュ・フロー 527,814 720,095
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（添付資料 28 ページ） 
（連結貸借対照表関係） 
【訂正前】 
※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

投資有価証券（株式） 578,262千円 734,337千円

  

 

【訂正後】 
※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

投資有価証券（株式） 578,262千円 702,340千円
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（添付資料 35 ページ） 
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

 当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 【訂正前】 

（単位：千円）  

  

  

報告セグメント 

  調整額 

（注１） 

連結財務諸表

計上額 

（注２） 
  

情報サービス

事業 
半導体事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高 8,323,053 1,087,976 9,411,030 ― 9,411,030

セグメント間の内部売上高又は振替高 5,350 ― 5,350 △5,350 ―

計 8,328,403 1,087,976 9,416,380 △5,350 9,411,030

セグメント利益又は損失（△）   1,425,302 98,278 1,523,580 △672,047 851,533

セグメント資産 4,253,938 308,439 4,562,378 1,508,770 6,071,149

その他の項目  

減価償却費 86,886 634 87,521 24,608 112,129

のれんの償却額 91,257 ― 91,257 24,394 115,651

（注）１ セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等の全社費用となっております。 

     セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに帰属しない全社資産であります。 

    ２ セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。  

  

  

【訂正後】 

（単位：千円）  

  

  

報告セグメント 

  調整額 

（注１） 

連結財務諸表

計上額 

（注２） 
  

情報サービス

事業 
半導体事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高 8,323,053 1,087,976 9,411,030 ― 9,411,030

セグメント間の内部売上高又は振替高 5,350 ― 5,350 △5,350 ―

計 8,328,403 1,087,976 9,416,380 △5,350 9,411,030

セグメント利益又は損失（△）   1,425,302 98,278 1,523,580 △672,047 851,533

セグメント資産 4,253,938 308,439 4,562,378 1,476,773 6,039,152

その他の項目  

減価償却費 86,886 634 87,521 24,608 112,129

のれんの償却額 91,257 ― 91,257 24,394 115,651

（注）１ セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等の全社費用となっております。 

     セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに帰属しない全社資産であります。 

    ２ セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。  
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（添付資料 36 ページ） 
【訂正前】 
 
（１株当たり情報） 

  
  
  

前連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 30,648円60銭 37,570円82銭 

１株当たり当期純利益金額 4,964円98銭 7,241円03銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
4,808円75銭 7,026円54銭 

（注）１ 当社は、平成24年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年４月１日付で株式１株につき３株

の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資

産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。  

   ２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。なお、平成24年４月１日付株式分割（１

株につき３株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

項目 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 2,689,147 3,294,141

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
57,015 25,029

（うち新株予約権） (37,268) (25,029)

（うち少数株主持分） (19,746) (－)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,632,132 3,269,112

普通株式の発行済株式数（株） 93,414 94,545

普通株式の自己株式数（株） 7,533 7,533

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（株） 
85,881 87,012
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【訂正後】 
 
（１株当たり情報） 

  
  
  

前連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 30,648円60銭 37,203円09銭 

１株当たり当期純利益金額 4,964円98銭 6,870円49銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
4,808円75銭 6,666円97銭 

（注）１ 当社は、平成24年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年４月１日付で株式１株につき３株

の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資

産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。  

   ２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。なお、平成24年４月１日付株式分割（１

株につき３株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

項目 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 2,689,147 3,262,144

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
57,015 25,029

（うち新株予約権） (37,268) (25,029)

（うち少数株主持分） (19,746) (－)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,632,132 3,237,115

普通株式の発行済株式数（株） 93,414 94,545

普通株式の自己株式数（株） 7,533 7,533

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（株） 
85,881 87,012
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（添付資料 37 ページ） 
【訂正前】 

 
３ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、 

以下のとおりであります。なお、平成 24 年４月１日付株式分割（１株につき３株の割合）による分割後

の株式数に換算して記載しております。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 425,007 625,277

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） 425,007 625,277

普通株式の期中平均株式数（株） 85,601 86,352

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 2,781 2,636

（うち新株予約権） （2,781） （2,636）

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金額の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

 当社 

新株予約権１種類 

定時株主総会の特別決議日 

平成17年12月22日 

新株予約権の数  300個 

       （3,600株）

 当社 

新株予約権１種類 

定時株主総会の特別決議日 

平成17年12月22日 

新株予約権の数  237個 

       （2,844株）
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【訂正後】 
 
３ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、 

以下のとおりであります。なお、平成 24 年４月１日付株式分割（１株につき３株の割合）による分割後

の株式数に換算して記載しております。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 425,007 593,280

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） 425,007 593,280

普通株式の期中平均株式数（株） 85,601 86,352

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 2,781 2,636

（うち新株予約権） （2,781） （2,636）

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金額の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

 当社 

新株予約権１種類 

定時株主総会の特別決議日 

平成17年12月22日 

新株予約権の数  300個 

       （3,600株）

 当社 

新株予約権１種類 

定時株主総会の特別決議日 

平成17年12月22日 

新株予約権の数  237個 

       （2,844株）
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（添付資料 39 ページ） 

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

【訂正前】 

 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度及び当連結会計年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。  

 １株当たり純資産額 

  前連結会計年度    153円24銭  

  当連結会計年度    187円85銭  

 １株当たり当期純利益金額 

  前連結会計年度     24円82銭  

  当連結会計年度    36円20銭  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  前連結会計年度    24円05銭  

  当連結会計年度    35円13銭  

  

 

【訂正後】 

 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度及び当連結会計年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。  

 １株当たり純資産額 

  前連結会計年度    153円24銭  

  当連結会計年度    186円01銭  

 １株当たり当期純利益金額 

  前連結会計年度     24円82銭  

  当連結会計年度    34円35銭  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  前連結会計年度    24円05銭  

  当連結会計年度    33円34銭 

 

以上 
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