
平成 24 年 5 月 22 日 

各      位 

会 社 名  エ ス フ ー ズ 株式会社 

代 表 者  取締役社長 村上 真之助 

（コード番号 2292 東証・大証第一部） 

問合せ先  常務取締役 管理本部長 

              安岡 信幸 

（TEL．0798－43－1065） 

（訂正・数値データ訂正あり） 

平成 24 年２月期決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正のお知らせ

2012 年４月 13日に公表いたしました「平成 24 年２月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一

部訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線  を付して表示しております。 

記 

訂正内容 

１.連結経営成績（サマリー情報 １ページ）注記の平成 23 年２月期の包括利益の金額 

【訂正前】 

１.平成 24年２月期の連結業績（平成 23 年３月１日～平成 24 年２月 29 日） 

（1）連結経営成績 

（注） 包括利益 24 年２月期 2,687 百万円（8.9％） 23 年２月期 2,543 百万円（―％） 

【訂正後】 

１.平成 24年２月期の連結業績（平成 23 年３月１日～平成 24 年２月 29 日） 

（1）連結経営成績 

（注） 包括利益 24 年２月期 2,687 百万円（8.9％） 23 年２月期 2,399 百万円（―％） 

２.４.連結財務諸表 （6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 （追加情報） （添

付資料 21 ページ） 

【訂正前】 

（追加情報） 

  ＜省略＞ 

この税率変更により、繰延税金資産の純額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は 30,396 千円

減少し、法人税等調整額は 156,386 千円増加し、その他有価証券評価差額金は 125,990 千円減少し

ております。 

【訂正後】 

（追加情報） 

  ＜省略＞ 

この税率変更により、繰延税金資産の純額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は 30,396 千円

減少し、法人税等調整額は 156,386 千円増加し、その他有価証券評価差額金は 125,990 千円増加し

ております。 

以 上
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1.  平成24年2月期の連結業績（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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2月期 134,236 3.1 4,804 5.9 5,174 8.6 1,428 △39.5
23年2月期 130,179 9.3 4,538 △19.0 4,763 △17.1 2,362 △15.5

（注）包括利益 24年2月期 2,687百万円 （8.9％） 23年2月期 2,399百万円 （―％）

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2月期 50.99 ― 4.4 8.3 3.6
23年2月期 84.34 ― 7.8 8.2 3.5

（参考） 持分法投資損益 24年2月期  1百万円 23年2月期  △31百万円

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2月期 65,222 37,223 51.0 1,188.54
23年2月期 59,738 34,621 52.4 1,117.39

（参考） 自己資本   24年2月期  33,288百万円 23年2月期  31,297百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年2月期 4,484 △1,590 △161 15,032
23年2月期 2,913 △2,332 387 12,349

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

23年2月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 672 28.5 2.2
24年2月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00 672 47.1 2.1
25年2月期(予想) ― 12.00 ― 12.00 24.00 ―

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 68,000 2.0 2,400 38.7 2,500 28.0 1,200 ― 42.85
通期 140,000 4.3 5,200 8.2 5,500 6.3 2,600 82.0 92.83



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 有
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期 32,267,721 株 23年2月期 32,267,721 株
② 期末自己株式数 24年2月期 4,259,787 株 23年2月期 4,258,402 株
③ 期中平均株式数 24年2月期 28,008,371 株 23年2月期 28,010,149 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きを実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる
可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項につきましては、４ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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