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１【有価証券報告書の訂正報告の提出理由】
　平成23年６月27日に提出した第16期有価証券報告書（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）の記載事項の一部に訂

正すべき事項がありましたので、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。

　なお、連結財務諸表及び財務諸表の記載内容に係る訂正箇所につきましては、ＸＢＲＬの修正も行いましたので、併せて修正

後のＸＢＲＬデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

(1）連結経営指標等

(2）提出会社の経営指標等

第２　事業の状況

１　業績等の概要

(1）業績

(2）キャッシュ・フロー

７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2）財政状態の分析

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

(2）新株予約権等の状況

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

①　連結貸借対照表

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

連結包括利益計算書

③　連結株主資本等変動計算書

④　連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（連結株主資本等変動計算書関係）

（ストックオプション等関係）

（税効果会計関係）

（１株当たり情報）

(2）その他

２　財務諸表等

(1）財務諸表

①　貸借対照表

②　損益計算書

③　株主資本等変動計算書

注記事項

（税効果会計関係）

（１株当たり情報）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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第一部【企業情報】
 

第１【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

（訂正前）

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月平成23年３月

売上高（千円） 1,387,2571,700,8351,852,9032,190,7372,308,241

経常利益（千円） 343,484623,171632,762714,081687,088

当期純利益（千円） 175,119349,754350,856370,656390,161

包括利益（千円） － － － － 390,161

純資産額（千円） 1,610,5351,977,2682,345,1572,691,9842,936,223

総資産額（千円） 1,898,3392,379,3562,757,9733,253,8723,550,532

１株当たり純資産額（円） 11,696.2314,280.3316,819.0319,113.8320,814.15

１株当たり当期純利益金額（円） 1,276.182,533.022,532.372,675.222,851.37

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額（円）

1,250.442,486.652,493.792,640.422,827.22

後略

　（注）　（省略）

 

（訂正後）

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月平成23年３月

売上高（千円） 1,387,2571,700,8351,852,9032,190,7372,308,241

経常利益（千円） 343,484623,171632,762714,081687,088

当期純利益（千円） 175,119349,754350,856370,656390,050

包括利益（千円） － － － － 390,050

純資産額（千円） 1,610,5351,977,2682,345,1572,691,9842,936,223

総資産額（千円） 1,898,3392,379,3562,757,9733,253,8723,550,532

１株当たり純資産額（円） 11,696.2314,280.3316,819.0319,113.8320,813.34

１株当たり当期純利益金額（円） 1,276.182,533.022,532.372,675.222,850.56

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額（円）

1,250.442,486.652,493.792,640.422,826.42

後略

　（注）　（省略）
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(2）提出会社の経営指標等

（訂正前）

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月平成23年３月

売上高（千円） 1,342,1871,650,4001,805,3872,105,9992,239,414

経常利益（千円） 376,701659,228664,581701,666653,981

当期純利益（千円） 219,252385,875389,479384,698366,684

資本金（千円） 673,220681,709683,054683,365697,388

発行済株式総数（株） 137,697138,461138,582138,610139,872

純資産額（千円） 1,703,1102,105,9632,512,4742,873,3433,094,104

総資産額（千円） 1,953,2612,480,0622,912,1283,399,0603,693,482

１株当たり純資産額（円） 12,368.5315,209.7918,026.3820,425.7621,968.48

１株当たり配当額（円）
（内１株当たり中間配当額）
（円）

－
（－）

－
（－）

272
（－）

400
（－）

450
（－）

１株当たり当期純利益金額（円） 1,597.802,794.622,811.132,776.562,679.79

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額（円）

1,565.582,743.452,768.312,740.442,657.09

自己資本比率（％） 87.2 84.9 85.8 83.1 81.4

後略

　（注）　（省略）

 

（訂正後）

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期

決算年月 平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月平成23年３月

売上高（千円） 1,342,1871,650,4001,805,3872,105,9992,239,414

経常利益（千円） 376,701659,228664,581701,666653,981

当期純利益（千円） 219,252385,875389,479384,698366,573

資本金（千円） 673,220681,709683,054683,365697,388

発行済株式総数（株） 137,697138,461138,582138,610139,872

純資産額（千円） 1,703,1102,105,9632,512,4742,873,3433,094,104

総資産額（千円） 1,953,2612,480,0622,912,1283,399,0603,693,482

１株当たり純資産額（円） 12,368.5315,209.7918,026.3820,425.7621,967.68

１株当たり配当額（円）
（内１株当たり中間配当額）
（円）

－
（－）

－
（－）

272
（－）

400
（－）

450
（－）

１株当たり当期純利益金額（円） 1,597.802,794.622,811.132,776.562,678.99

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額（円）

1,565.582,743.452,768.312,740.442,656.29

自己資本比率（％） 87.2 84.9 85.8 83.1 81.3

後略

　（注）　（省略）
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(1）業績

（訂正前）

＜前略＞

　その結果、営業利益は685,912千円（前年同期比96.5％）、経常利益は687,088千円（前年同期比96.2％）と前年を下回り

ましたが、当期純利益は390,161千円（前年同期比105.3％）となりました。

＜後略＞

 

（訂正後）

＜前略＞

　その結果、営業利益は685,912千円（前年同期比96.5％）、経常利益は687,088千円（前年同期比96.2％）と前年を下回り

ましたが、当期純利益は390,050千円（前年同期比105.2％）となりました。

＜後略＞

 

(2）キャッシュ・フロー

（訂正前）

＜前略＞

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、税金等調整前当期純利益681,690千円及び減価償却費241,189千円、また売上債権の減少による収入

121,266千円、法人税等の支払365,281千円等により合計で750,789千円（前年同期比124.9％）の収入となっております。

＜後略＞

 

（訂正後）

＜前略＞

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、税金等調整前当期純利益681,579千円及び減価償却費241,189千円、また売上債権の減少による収入

121,266千円、法人税等の支払365,281千円等により合計で750,789千円（前年同期比124.9％）の収入となっております。

＜後略＞
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(2）財政状態の分析

＜前略＞

（訂正前）

（純資産）

　当社グループの当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べて244,238千円増加し2,936,223千円となりまし

た。これは、当期純利益の計上による利益剰余金の増加390,161千円、新株予約権の増加39,703千円、新株発行による資本金

及び資本剰余金の増加28,045千円、自己株式の取得による減少158,377千円、配当による利益剰余金の減少55,295千円によ

るものであります。

 

（訂正後）

（純資産）

　当社グループの当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べて244,238千円増加し2,936,223千円となりまし

た。これは、当期純利益の計上による利益剰余金の増加390,050千円、新株予約権の増加39,814千円、新株発行による資本金

及び資本剰余金の増加28,045千円、自己株式の取得による減少158,377千円、配当による利益剰余金の減少55,295千円によ

るものであります。

 

第４【提出会社の状況】
 

１【株式等の状況】

（２）【新株予約権等の状況】

②　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

ⅰ）平成19年６月21日定時株主総会決議

（訂正前）

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数 443個 443個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 443株 443株

後略

　（注）　（省略）

 

ⅱ）平成20年６月24日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数 915個 915個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 915株 915株

後略

　（注）　（省略）
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（訂正後）

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数 444個 443個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 444株 443株

後略

　（注）　（省略）

 

ⅱ）平成20年６月24日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数 915個 913個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 915株 913株

後略

　（注）　（省略）
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第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【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22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

＜前略＞

純資産の部   

株主資本   

資本金 683,365 697,388

資本剰余金 670,001 684,023

利益剰余金 1,311,032 1,645,898

自己株式 △22,141 △180,518

株主資本合計 2,642,257 2,846,792

新株予約権 49,727 89,430

純資産合計 2,691,984 2,936,223

＜後略＞

 

（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

＜前略＞

純資産の部   

株主資本   

資本金 683,365 697,388

資本剰余金 670,001 684,023

利益剰余金 1,311,032 1,645,788

自己株式 △22,141 △180,518

株主資本合計 2,642,257 2,846,682

新株予約権 49,727 89,541

純資産合計 2,691,984 2,936,223

＜後略＞
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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21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

＜前略＞

特別利益   

新株予約権戻入益 － 773

特別利益合計 － 773

特別損失   

固定資産除却損 ※3　286 ※3　239

事務所移転費用 168 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

特別損失合計 454 6,171

税金等調整前当期純利益 713,626 681,690

法人税、住民税及び事業税 356,820 300,166

法人税等調整額 △13,851 △8,637

法人税等合計 342,969 291,528

少数株主損益調整前当期純利益 － 390,161

当期純利益 370,656 390,161

 

（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

＜前略＞

特別利益   

新株予約権戻入益 － 662

特別利益合計 － 662

特別損失   

固定資産除却損 ※3　286 ※3　239

事務所移転費用 168 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

特別損失合計 454 6,171

税金等調整前当期純利益 713,626 681,579

法人税、住民税及び事業税 356,820 300,166

法人税等調整額 △13,851 △8,637

法人税等合計 342,969 291,528

少数株主損益調整前当期純利益 － 390,050

当期純利益 370,656 390,050
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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21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

少数株主損益調整前当期純利益 － 390,161

包括利益 － ※　390,161

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 390,161

 

（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

少数株主損益調整前当期純利益 － 390,050

包括利益 － ※　390,050

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 390,050
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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21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

＜前略＞

利益剰余金   

前期末残高 978,070 1,311,032

当期変動額   

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 370,656 390,161

当期変動額合計 332,962 334,866

当期末残高 1,311,032 1,645,898

自己株式   

前期末残高 － △22,141

当期変動額   

自己株式の取得 △22,141 △158,377

当期変動額合計 △22,141 △158,377

当期末残高 △22,141 △180,518

株主資本合計   

前期末残高 2,330,814 2,642,257

当期変動額   

新株の発行 622 28,045

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 370,656 390,161

自己株式の取得 △22,141 △158,377

当期変動額合計 311,443 204,534

当期末残高 2,642,257 2,846,792

新株予約権   

前期末残高 14,343 49,727

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,383 39,703

当期変動額合計 35,383 39,703

当期末残高 49,727 89,430

純資産合計   

前期末残高 2,345,157 2,691,984

当期変動額   

新株の発行 622 28,045

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 370,656 390,161

自己株式の取得 △22,141 △158,377

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,383 39,703

当期変動額合計 346,827 244,238

当期末残高 2,691,984 2,936,223
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（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

＜前略＞

利益剰余金   

前期末残高 978,070 1,311,032

当期変動額   

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 370,656 390,050

当期変動額合計 332,962 334,755

当期末残高 1,311,032 1,645,788

自己株式   

前期末残高 － △22,141

当期変動額   

自己株式の取得 △22,141 △158,377

当期変動額合計 △22,141 △158,377

当期末残高 △22,141 △180,518

株主資本合計   

前期末残高 2,330,814 2,642,257

当期変動額   

新株の発行 622 28,045

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 370,656 390,050

自己株式の取得 △22,141 △158,377

当期変動額合計 311,443 204,424

当期末残高 2,642,257 2,846,682

新株予約権   

前期末残高 14,343 49,727

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,383 39,814

当期変動額合計 35,383 39,814

当期末残高 49,727 89,541

純資産合計   

前期末残高 2,345,157 2,691,984

当期変動額   

新株の発行 622 28,045

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 370,656 390,050

自己株式の取得 △22,141 △158,377

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,383 39,814

当期変動額合計 346,827 244,238

当期末残高 2,691,984 2,936,223
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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21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23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 713,626 681,690

減価償却費 236,866 241,189

のれん償却額 51,502 －

株式報酬費用 35,383 40,477

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,458 12,327

受取利息 △3,033 △2,015

株式交付費 112 474

新株予約権戻入益 － △773

固定資産除却損 286 239

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

売上債権の増減額（△は増加） △162,643 121,266

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,217 1,670

仕入債務の増減額（△は減少） △985 3,417

未払金の増減額（△は減少） △3,255 27,425

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △3,124 △8,215

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,447 △6,007

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,361 △2,778

その他 3,905 △3,521

小計 891,230 1,112,797

＜後略＞
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（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23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 713,626 681,579

減価償却費 236,866 241,189

のれん償却額 51,502 －

株式報酬費用 35,383 40,477

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,458 12,327

受取利息 △3,033 △2,015

株式交付費 112 474

新株予約権戻入益 － △662

固定資産除却損 286 239

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

売上債権の増減額（△は増加） △162,643 121,266

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,217 1,670

仕入債務の増減額（△は減少） △985 3,417

未払金の増減額（△は減少） △3,255 27,425

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △3,124 △8,215

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,447 △6,007

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,361 △2,778

その他 3,905 △3,521

小計 891,230 1,112,797

＜後略＞
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【注記事項】

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

＜前略＞

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

（訂正前）

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

ストック・オプションと
しての新株予約権

― ― ― ― ― 89,430

合計 ― ― ― ― ― 89,430

＜後略＞

 

（訂正後）

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

ストック・オプションと
しての新株予約権

― ― ― ― ― 89,541

合計 ― ― ― ― ― 89,541

＜後略＞
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（ストックオプション等関係）

（訂正前）

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

＜前略＞

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

新株予約権戻入益　　　　　　　　　　　　　　773千円

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成13年
ストック・
オプション

平成14年
ストック・
オプション

平成17年
ストック・
オプション

平成20年
ストック・オプション

平成21年
ストック・
オプション

平成22年
ストック・
オプション

会社名

中略

提出会社

後略

付与対象者の区分及び人数 取締役３名

従業員73名

子会社従業員２名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）

普通株式　498株

付与日 平成20年６月12日

権利確定条件 付与日（平成20年６月12日）以降、

権利確定日（平成22年５月28日）ま

で提出会社又は提出会社の関係会社

の役員（監査役を含む）又は従業員

のいずれかの地位にあること、及び

提出会社又は提出会社の関係会社の

就業規則に定める減給以上の懲戒処

分を受けていないこと。

ただし、以下の時期をもって権利確

定日とする。

①　平成22年５月29日に付与数の３

分の１

②　平成23年５月29日に付与数の３

分の１

③　平成24年５月29日に付与数の３

分の１

後略

　（注）　（省略）

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成23年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成13年

ストック・オプ
ション

平成14年
ストック・オプ
ション

平成17年
ストック・オプ
ション

平成20年
ストック・オプ
ション

平成21年
ストック・オプ
ション

平成22年
ストック・オプ
ション

前略

権利確定後
（株）

      

前連結会計
年度末

1,118 1,602 495 － － －

権利確定 － － － 180 － －

権利行使 1,118 144 － － － －

失効 － － 9 7 － －

未行使残 － 1,458 486 173 － －

＜後略＞
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（訂正後）

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

＜前略＞

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

新株予約権戻入益　　　　　　　　　　　　　　662千円

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成13年
ストック・
オプション

平成14年
ストック・
オプション

平成17年
ストック・
オプション

平成20年
ストック・オプション

平成21年
ストック・
オプション

平成22年
ストック・
オプション

会社名

中略

提出会社

後略

付与対象者の区分及び人数 取締役３名

従業員73名

子会社従業員２名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）

普通株式　498株

付与日 平成20年６月12日

権利確定条件 付与日（平成20年６月12日）以降、

権利確定日（平成22年５月29日）ま

で提出会社又は提出会社の関係会社

の役員（監査役を含む）又は従業員

のいずれかの地位にあること、及び

提出会社又は提出会社の関係会社の

就業規則に定める減給以上の懲戒処

分を受けていないこと。

ただし、以下の時期をもって権利確

定日とする。

①　平成22年５月29日に付与数の３

分の１

②　平成23年５月29日に付与数の３

分の１

③　平成24年５月29日に付与数の３

分の１

後略

　（注）　（省略）

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成23年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成13年

ストック・オプ
ション

平成14年
ストック・オプ
ション

平成17年
ストック・オプ
ション

平成20年
ストック・オプ
ション

平成21年
ストック・オプ
ション

平成22年
ストック・オプ
ション

前略

権利確定後
（株）

      

前連結会計
年度末

1,118 1,602 495 － － －

権利確定 － － － 180 － －

権利行使 1,118 144 － － － －

失効 － － 9 6 － －

未行使残 － 1,458 486 174 － －

＜後略＞
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（税効果会計関係）

（訂正前）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

 

前略

 

 

前略

 

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

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

 

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金算入されない
項目

0.37％

のれん償却 2.94％

住民税均等割 0.98％

過年度法人税等 1.34％

株式報酬費用 1.42％

その他 0.32％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

48.06％

　

 

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金算入されない
項目

0.44％

住民税均等割 1.15％

過年度法人税等 △1.06％

株式報酬費用 1.84％

その他 △0.29％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

42.77％

　

 

（訂正後）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

 

前略

 

 

前略

 

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

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

 

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金算入されない
項目

0.37％

のれん償却 2.94％

住民税均等割 0.98％

過年度法人税等 1.34％

株式報酬費用 1.42％

その他 0.32％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

48.06％

　

 

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金算入されない
項目

0.44％

住民税均等割 1.15％

過年度法人税等 △1.07％

株式報酬費用 1.85％

その他 △0.29％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

42.77％
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（１株当たり情報）

（訂正前）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 

１株当たり純資産額 19,113円83銭

１株当たり当期純利益 2,675円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

2,640円42銭

　

 

１株当たり純資産額 20,814円15銭

１株当たり当期純利益 2,851円37銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

2,827円22銭

　

　（注）　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
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 370,656 390,161

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 370,656 390,161

中略

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

平成17年６月20日決議

潜在株式の数　495株

平成19年６月21日決議

潜在株式の数　462株

平成20年６月24日決議

潜在株式の数　952株

新株予約権

平成17年６月20日決議

潜在株式の数　486株

平成19年６月21日決議

潜在株式の数　443株

平成20年６月24日決議

潜在株式の数　915株

平成21年６月24日決議

潜在株式の数　953株
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（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 

１株当たり純資産額 19,113円83銭

１株当たり当期純利益 2,675円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

2,640円42銭

　

 

１株当たり純資産額 20,813円34銭

１株当たり当期純利益 2,850円56銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

2,826円42銭

　

　（注）　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
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 370,656 390,050

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 370,656 390,050

中略

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

平成17年６月20日決議

潜在株式の数　495株

平成19年６月21日決議

潜在株式の数　462株

平成20年６月24日決議

潜在株式の数　952株

新株予約権

平成17年６月20日決議

潜在株式の数　486株

平成19年６月21日決議

潜在株式の数　444株

平成20年６月24日決議

潜在株式の数　915株

平成21年６月24日決議

潜在株式の数　953株
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（２）【その他】

（訂正前）

当連結会計年度における四半期情報

 
第１四半期

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

第２四半期
自平成22年７月１日
至平成22年９月30日

第３四半期
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

第４四半期
自平成23年１月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 521,188 582,171 514,191 690,688

税金等調整前四半期純
利益金額（千円）

136,190 187,490 80,038 277,971

四半期純利益金額
（千円）

82,723 107,280 44,388 155,768

１株当たり四半期純利
益金額（円）

599.77 786.65 325.60 1,139.42

 

（訂正後）

当連結会計年度における四半期情報

 
第１四半期

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

第２四半期
自平成22年７月１日
至平成22年９月30日

第３四半期
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

第４四半期
自平成23年１月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 521,188 582,171 514,191 690,688

税金等調整前四半期純
利益金額（千円）

136,190 187,490 79,707 278,191

四半期純利益金額
（千円）

82,723 107,280 44,199 155,847

１株当たり四半期純利
益金額（円）

599.77 786.65 324.21 1,140.00
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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22年３月31日）
当事業年度

（平成23年３月31日）

＜前略＞

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,492,391 1,803,779

利益剰余金合計 1,492,391 1,803,779

自己株式 △22,141 △180,518

株主資本合計 2,823,616 3,004,673

新株予約権 49,727 89,430

純資産合計 2,873,343 3,094,104

負債純資産合計 3,399,060 3,693,482

 

（訂正後）

  （単位：千円）

 
前事業年度

（平成22年３月31日）
当事業年度

（平成23年３月31日）

＜前略＞

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,492,391 1,803,669

利益剰余金合計 1,492,391 1,803,669

自己株式 △22,141 △180,518

株主資本合計 2,823,616 3,004,562

新株予約権 49,727 89,541

純資産合計 2,873,343 3,094,104

負債純資産合計 3,399,060 3,693,482
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②【損益計算書】

（訂正前）

  （単位：千円）

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

＜前略＞

特別利益   

新株予約権戻入益 － 773

特別利益合計 － 773

特別損失   

固定資産除却損 ※5　286 ※5　239

事務所移転費用 168 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

特別損失合計 454 6,171

税引前当期純利益 701,211 648,583

法人税、住民税及び事業税 332,199 291,022

法人税等調整額 △15,686 △9,122

法人税等合計 316,513 281,899

当期純利益 384,698 366,684

 

（訂正後）

  （単位：千円）

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

＜前略＞

特別利益   

新株予約権戻入益 － 662

特別利益合計 － 662

特別損失   

固定資産除却損 ※5　286 ※5　239

事務所移転費用 168 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,931

特別損失合計 454 6,171

税引前当期純利益 701,211 648,473

法人税、住民税及び事業税 332,199 291,022

法人税等調整額 △15,686 △9,122

法人税等合計 316,513 281,899

当期純利益 384,698 366,573
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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21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

＜前略＞

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,145,387 1,492,391

当期変動額   

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 384,698 366,684

当期変動額合計 347,003 311,388

当期末残高 1,492,391 1,803,779

利益剰余金合計   

前期末残高 1,145,387 1,492,391

当期変動額   

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 384,698 366,684

当期変動額合計 347,003 311,388

当期末残高 1,492,391 1,803,779

自己株式   

前期末残高 － △22,141

当期変動額   

自己株式の取得 △22,141 △158,377

当期変動額合計 △22,141 △158,377

当期末残高 △22,141 △180,518

株主資本合計   

前期末残高 2,498,131 2,823,616

当期変動額   

新株の発行 622 28,045

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 384,698 366,684

自己株式の取得 △22,141 △158,377

当期変動額合計 325,484 181,057

当期末残高 2,823,616 3,004,673

新株予約権   

前期末残高 14,343 49,727

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,383 39,703

当期変動額合計 35,383 39,703

当期末残高 49,727 89,430

純資産合計   

前期末残高 2,512,474 2,873,343

当期変動額   

新株の発行 622 28,045

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 384,698 366,684

自己株式の取得 △22,141 △158,377

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,383 39,703

当期変動額合計 360,868 220,761

当期末残高 2,873,343 3,094,104
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（訂正後）

  （単位：千円）

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

＜前略＞

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,145,387 1,492,391

当期変動額   

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 384,698 366,573

当期変動額合計 347,003 311,278

当期末残高 1,492,391 1,803,669

利益剰余金合計   

前期末残高 1,145,387 1,492,391

当期変動額   

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 384,698 366,573

当期変動額合計 347,003 311,278

当期末残高 1,492,391 1,803,669

自己株式   

前期末残高 － △22,141

当期変動額   

自己株式の取得 △22,141 △158,377

当期変動額合計 △22,141 △158,377

当期末残高 △22,141 △180,518

株主資本合計   

前期末残高 2,498,131 2,823,616

当期変動額   

新株の発行 622 28,045

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 384,698 366,573

自己株式の取得 △22,141 △158,377

当期変動額合計 325,484 180,946

当期末残高 2,823,616 3,004,562

新株予約権   

前期末残高 14,343 49,727

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,383 39,814

当期変動額合計 35,383 39,814

当期末残高 49,727 89,541

純資産合計   

前期末残高 2,512,474 2,873,343

当期変動額   

新株の発行 622 28,045

剰余金の配当 △37,694 △55,295

当期純利益 384,698 366,573

自己株式の取得 △22,141 △158,377

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,383 39,814

当期変動額合計 360,868 220,761

当期末残高 2,873,343 3,094,104
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【注記事項】

（税効果会計関係）

（訂正前）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

 

前略

 

 

前略

 

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

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

 

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金算入されない
項目

0.38％

住民税均等割 1.00％

過年度法人税等 1.36％

株式報酬費用 1.45％

その他 0.26％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

45.14％

　

 

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金算入されない
項目

0.46％

住民税均等割 1.18％

株式報酬費用 1.93％

その他 △0.80％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

43.46％

　

 

（訂正後）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

 

前略

 

 

前略

 

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

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

 

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金算入されない
項目

0.38％

住民税均等割 1.00％

過年度法人税等 1.36％

株式報酬費用 1.45％

その他 0.26％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

45.14％

　

 

法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金算入されない
項目

0.46％

住民税均等割 1.18％

株式報酬費用 1.94％

その他 △0.81％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

43.47％
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（１株当たり情報）

（訂正前）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 

１株当たり純資産額 20,425円76銭

１株当たり当期純利益 2,776円56銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

2,740円44銭

　

 

１株当たり純資産額 21,968円48銭

１株当たり当期純利益 2,679円79銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

2,657円09銭

　

　（注）　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
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 384,698 366,684

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 384,698 366,684

中略

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

平成17年６月20日決議

潜在株式の数　495株

平成19年６月21日決議

潜在株式の数　462株

平成20年６月24日決議

潜在株式の数　952株

新株予約権

平成17年６月20日決議

潜在株式の数　486株

平成19年６月21日決議

潜在株式の数　443株

平成20年６月24日決議

潜在株式の数　915株

平成21年６月24日決議

潜在株式の数　953株
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（訂正後）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 

１株当たり純資産額 20,425円76銭

１株当たり当期純利益 2,776円56銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

2,740円44銭

　

 

１株当たり純資産額 21,967円68銭

１株当たり当期純利益 2,678円99銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

2,656円29銭

　

　（注）　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
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 384,698 366,573

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 384,698 366,573

中略

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

平成17年６月20日決議

潜在株式の数　495株

平成19年６月21日決議

潜在株式の数　462株

平成20年６月24日決議

潜在株式の数　952株

新株予約権

平成17年６月20日決議

潜在株式の数　486株

平成19年６月21日決議

潜在株式の数　444株

平成20年６月24日決議

潜在株式の数　915株

平成21年６月24日決議

潜在株式の数　953株
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