
 

 
平成 24 年２月 16 日 

 

各 位 

会 社 名   デジタルアーツ株式会社 

代 表 者 氏 名 代表取締役社長  道具 登志夫 

( コード番号:2326 JASDAQ ) 

問 合 せ 先   取締役 管理部長 眞田 久雄 

                               ( TEL 03-5220-1160 ) 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成 23 年５月９日付にて発表いたしました「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記

載内容につきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、別紙のとおり訂正いたします。 な

お、訂正箇所は下線 で示しております。 

 

以 上 



 

 

（訂正箇所１） 
１. 平成 23 年３月期の連結業績（平成 22 年４月 1日～平成 23 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 ％ 

23年 3月期 2,308 5.4 685 △3.5 687 △3.8 390 5.3 

22年 3月期 2,190 18.2 710 12.9 714 12.9 370 5.6 

 

 
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 ％ ％ ％ 

23 年 3 月期 2,851.37 2,827.22 14.2 20.2 29.7 

22 年 3 月期 2,675.22 2,640.42 14.9 23.8 32.5 

（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 ％ 

23年 3月期 2,308 5.4 685 △3.5 687 △3.8 390 5.2 

22年 3月期 2,190 18.2 710 12.9 714 12.9 370 5.6 

 

 
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 ％ ％ ％ 

23 年 3 月期 2,850.56 2,826.42 14.2 20.2 29.7 

22 年 3 月期 2,675.22 2,640.42 14.9 23.8 32.5 

 

（訂正箇所２） 

（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 

23 年 3 月期 3,550 2,936 80.2 20,814.15 

22 年 3 月期 3,253 2,691 81.2 19,113.83 

（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 

23 年 3 月期 3,550 2,936 80.2 20,813.34 

22 年 3 月期 3,253 2,691 81.2 19,113.83 

 

（訂正箇所３） 

（参考）個別業績の概要 

１.平成 23 年３月期の個別業績（平成 22 年４月 1日～平成 23 年３月 31 日） 

（1）個別経営成績 

（訂正前） 

 
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 

 円 銭 円 銭 

23 年 3月期 2,679.79 2,657.09 

22 年 3月期 2,776.56 2,740.44 

 

 

 



 

 

（訂正後） 

 
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 

 円 銭 円 銭 

23 年 3月期 2,678.99 2,656.29 

22 年 3月期 2,776.56 2,740.44 

 

（訂正箇所４） 

（２）個別財政状態 

（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 百万円 百万円 

23 年 3 月期 3,693 3,094 81.4 21,968.48 

22 年 3 月期 3,399 2,873 83.1 20,425.76 

（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 百万円 百万円 

23 年 3 月期 3,693 3,094 81.3 21,967.68 

22 年 3 月期 3,399 2,873 83.1 20,425.76 

 

 

（訂正箇所５） 

１. 経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

（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＞ 

 

（訂正箇所６） 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

＜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。 

 



 

 

 

（訂正箇所７） 

      ② キャッシュ・フローの状況 
（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＞ 

 

（訂正箇所８） 

  ４.連結財務諸表等 

（１）連結財務諸表 

（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＞ 

  



 

 

（訂正箇所９） 

（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 

  



 

 

（訂正箇所 10） 

（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 

  



 

 

（訂正箇所 11） 

（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 



 

 

（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 

  



 

 

（訂正箇所12） 

（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＞ 

  



 

 

（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＞ 

  



 

 

（訂正箇所13） 

（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＞ 

 

（訂正箇所14） 

（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 △1.07％ 

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％ 

  

  



 

 

（訂正箇所15） 

（ストックオプション等関係） 

（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） 

＜前略＞ 

２．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 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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．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＞ 



 

 

（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） 

＜前略＞ 

２．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 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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＞ 

  



 

 

（訂正箇所16） 

（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 

後略 

  



 

 

（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 

後略 

  



 

 

（訂正箇所17） 

５.個別財務諸表 

（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 

  



 

 

（訂正箇所18） 

（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 

  



 

 

（訂正箇所19） 

（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 347,003 311,389 

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 347,003 311,389 

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 



 

 

（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 

  



 

 

（訂正箇所20） 

（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 △0.81％ 

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％ 

  

  



 

 

（訂正箇所21） 

（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9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 

後略 

  



 

 

（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 

後略 

 
 


