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平成 25年 12月３日 

各 位 

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社 

代表者名 代表取締役社長 高谷 康久 

 （コード：6050 東証マザーズ） 

問合せ先 常務取締役   溝辺  裕 

     （TEL．03－5575－2561） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成25年9月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

平成25年11月６日に発表いたしました「平成25年9月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、下記

の訂正がありましたのでお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値デー

タも送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正箇所（訂正箇所は＿を付しております。）  

 

①サマリー情報  

 ※注記事項 

 (３) 発行済株式数（普通株式） 

 

【訂正前】 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 

②期末自己株式数 

③期中平均株式数 

 

 

【訂正後】 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 

②期末自己株式数 

③期中平均株式数 

 

  

25年９月期 1,698,800株 24年９月期 1,698,600株 

25年９月期   49,747株 24年９月期    80,037株 

25年９月期 1,624,588株 24年９月期 1,673,687株 

25年９月期 1,698,800株 24年９月期 1,698,800株 

25年９月期   49,747株 24年９月期    80,037株 

25年９月期 1,624,588株 24年９月期 1,673,687株 
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②添付資料16、17ページ 

 ４．連結財務諸表 

 （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10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 
  自己株式     

    当期首残高 － △74,049 
    当期変動額     

      自己株式の取得 △74,049 － 
      自己株式の処分 － 28,014 
      当期変動額合計 △74,049 28,014 
    当期末残高 △74,049 △46,034 
  株主資本合計     

    当期首残高 925,945 900,449 
    当期変動額     

      新株の発行 5,466 － 
      剰余金の配当 △8,408 － 
      自己株式の取得 △74,049 － 
      自己株式の処分 － 26,965 
      自己株式処分差損の振替 － － 
      当期純利益 51,495 129,998 
      当期変動額合計 △25,496 156,963 
   当期末残高 900,449 1,057,413 

新株予約権     

  当期首残高 － 639 
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 639 340 
    当期変動額合計 639 340 
  当期末残高 639 980 

純資産合計     

  当期首残高 925,945 901,089 
  当期変動額     

    新株の発行 5,466 － 
    剰余金の配当 △8,408 － 
    自己株式の取得 △74,049 － 
    自己株式の処分 － 26,965 
    自己株式処分差損の振替 － － 
    当期純利益 51,495 129,998 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 639 340 
    当期変動額合計 △24,856 157,305 
  当期末残高 901,089 1,058,394 
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【訂正後】 

（単位：千円） 

        
前連結会計年度 

(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 
  自己株式     

    当期首残高 － △74,049 
    当期変動額     

      自己株式の取得 △74,049 △116 
      自己株式の処分 － 28,131 
      当期変動額合計 △74,049 28,014 
    当期末残高 △74,049 △46,034 
  株主資本合計     

    当期首残高 925,945 900,449 
    当期変動額     

      新株の発行 5,466 － 
      剰余金の配当 △8,408 － 
      自己株式の取得 △74,049 △116 
      自己株式の処分 － 27,082 
      自己株式処分差損の振替 － － 
      当期純利益 51,495 129,998 
      当期変動額合計 △25,496 156,963 
   当期末残高 900,449 1,057,413 

新株予約権     

  当期首残高 － 639 
  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 639 340 
    当期変動額合計 639 340 
  当期末残高 639 980 

純資産合計     

  当期首残高 925,945 901,089 
  当期変動額     

    新株の発行 5,466 － 
    剰余金の配当 △8,408 － 
    自己株式の取得 △74,049 △116 
    自己株式の処分 － 27,082 
    自己株式処分差損の振替 － － 
    当期純利益 51,495 129,998 
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 639 340 
    当期変動額合計 △24,856 157,305 
  当期末残高 901,089 1,058,394 
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③添付資料28ページ 

 ４．連結財務諸表 

 （５）連結財務諸表に関する注記事項 

  （税効果会計関係） 

 

【訂正前】 

  
前連結会計年度 

（平成24年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成25年９月30日） 

法定実効税率 40.7% 38.0% 

（調整）           

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.6% 1.6% 

住民税均等割 2.3% 1.1% 

資産除去債務 0.8% 0.2% 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.7% ― 

のれん △2.4% △0.7% 

連結子会社の税率差異 △0.3% ― 

中小法人軽減税率の影響 △0.4% △0.2% 

その他 0.1% △0.3% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.1% 39.7% 

 

【訂正後】 

  
前連結会計年度 

（平成24年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成25年９月30日） 

法定実効税率 40.7% 38.0% 

（調整）           

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.6% 1.7% 

住民税均等割 2.3% 1.2% 

資産除去債務 0.8% 0.3% 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.7% ― 

のれん △2.4% ― 

連結子会社の税率差異 △0.3% ― 

中小法人軽減税率の影響 △0.4% △0.3% 

その他 0.1% 0.0% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.1% 40.9% 

 

 

２．訂正の理由 

 記載表示に誤りが判明いたしましたので訂正を行うものであります。 

 

以 上 


