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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成24年３月27日に提出いたしました第35期（自　平成23年１月１日　至　平成23年12月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に誤りがありましたので、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、連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所につき、XBRLデータの訂正を行いましたので、併せて訂正後のXBRL形式の

データ一式（表示情報ファイルを含む）を関連資料として提出いたします。

 

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

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

②　連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結包括利益計算書

注記事項

連結包括利益計算書関係

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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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31期 第32期 第33期 第34期 第35期

決算年月 平成19年12月平成20年12月平成21年12月平成22年12月平成23年12月

売上高（千円） 15,224,72913,265,3405,924,5548,251,01710,803,939

経常利益（△は損失）
（千円）

366,619 36,283△574,847 △3,316 388,493

当期純利益（△は純損失）
（千円）

249,400△79,531△731,211△39,132 369,788

包括利益（千円） － － － － 290,875

純資産額（千円） 6,268,3945,895,4535,107,6175,031,5415,307,094

総資産額（千円） 10,540,48910,195,9357,828,0137,616,1008,622,876

１株当たり純資産額（円） 529.73 497.11 430.51 423.53 446.44

１株当たり当期純利益金額
（△は純損失金額）（円）

21.11 △6.73 △61.82 △3.30 31.14

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

20.98 － － － 31.08

自己資本比率（％） 59.4 57.7 65.0 66.0 61.5

自己資本利益率（％） 4.0 △1.3 △13.3 △0.8 7.2

株価収益率（倍） 17.3 － － － 4.5

営業活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△62,868 357,926 126,387 274,897 276,412

投資活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△209,084△399,033△55,867 573,105△10,924

財務活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△697,186 178,466△524,227△635,613 490,900

現金及び現金同等物の期末残
高（千円）

1,760,0991,885,9171,428,8611,637,4742,391,843

従業員数（人） 170 164 129 125 126

　（注）　省略
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　　（訂正後）

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期

決算年月 平成19年12月平成20年12月平成21年12月平成22年12月平成23年12月

売上高（千円） 15,224,72913,265,3405,924,5548,251,01710,803,939

経常利益（△は損失）
（千円）

366,619 36,283△574,847 △3,316 388,493

当期純利益（△は純損失）
（千円）

249,400△79,531△731,211△39,132 369,788

包括利益（千円） － － － － 299,314

純資産額（千円） 6,268,3945,895,4535,107,6175,031,5415,307,094

総資産額（千円） 10,540,48910,195,9357,828,0137,616,1008,622,876

１株当たり純資産額（円） 529.73 497.11 430.51 423.53 446.44

１株当たり当期純利益金額
（△は純損失金額）（円）

21.11 △6.73 △61.82 △3.30 31.14

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

20.98 － － － 31.08

自己資本比率（％） 59.4 57.7 65.0 66.0 61.5

自己資本利益率（％） 4.0 △1.3 △13.3 △0.8 7.2

株価収益率（倍） 17.3 － － － 4.5

営業活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△62,868 357,926 126,387 274,897 276,412

投資活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△209,084△399,033△55,867 573,105△10,924

財務活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△697,186 178,466△524,227△635,613 490,900

現金及び現金同等物の期末残
高（千円）

1,760,0991,885,9171,428,8611,637,4742,391,843

従業員数（人） 170 164 129 125 126

　（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】

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【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22年１月１日
至　平成22年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成23年１月１日
至　平成23年12月31日）

少数株主損益調整前当期純利益 － 369,788

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 8,840

繰延ヘッジ損益 － △69,277

為替換算調整勘定 － △18,475

その他の包括利益合計 － ※２　△78,912

包括利益 － ※１　290,875

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 290,875

 

　　（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成23年１月１日
至　平成23年12月31日）

少数株主損益調整前当期純利益 － 369,788

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 752

繰延ヘッジ損益 － △67,579

為替換算調整勘定 － △3,646

その他の包括利益合計 － ※２　△70,474

包括利益 － ※１　299,314

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 299,314
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【注記事項】

（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自　平成23年１月１日　至　平成23年12月31日）

　　（訂正前）

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 290,875千円

計 290,875千円

 

※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,087千円

繰延ヘッジ損益 △1,698千円

為替換算調整勘定 △14,828千円

計 △8,438千円

 

　　（訂正後）

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 △76,025千円

計 △76,025千円

 

※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42,898千円

繰延ヘッジ損益 13,352千円

為替換算調整勘定 △7,346千円

計 △36,893千円
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