
　

平成27年６月５日

各 位

会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

代表者名 代表取締役社長 鈴 木 賢

(コード：3151、東証第１部)

問合せ先 経理財務部長 高 橋 喜 春

(TEL.022－218－6155)

(((((訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正)))))平成平成平成平成平成2222277777年３月年３月年３月年３月年３月期期期期期 決算短信決算短信決算短信決算短信決算短信[[[[[日本基準日本基準日本基準日本基準日本基準]]]]]（連結）（連結）（連結）（連結）（連結）

当社は、平成27年５月14日14時00分に発表いたしました表記開示資料について、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。

なお、訂正いたします箇所には下線を付して表示しております。

　

記

１．訂正箇所

サマリー情報

　１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

１．経営成績・財政状態に関する分析

　（２）財政状態に関する分析

５．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

　（５）連結財務諸表に関する注記事項

　 （連結包括利益計算書関係）

　 （連結株主資本等変動計算書関係）

　 （１株当たり情報）
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２．訂正内容

　（訂正前）

１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

（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 ％
27年３月期 548,012 △2.9 1,812 △43.3 6,125 △7.6 4,527 6.9

26年３月期 564,655 3.1 3,199 15.7 6,632 7.3 4,235 8.4

(注) 包括利益 27年３月期 14,390百万円(199.7％) 26年３月期 4,801百万円(△43.8％)
　

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 ％ ％ ％
27年３月期 79.51 73.56 6.3 2.1 0.3

26年３月期 71.96 － 6.5 2.4 0.6

(参考) 持分法投資損益 27年３月期 836百万円 26年３月期 76百万円
　　
（２）連結財政状態

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
27年３月期 304,422 77,789 25.4 1,383.40

26年３月期 279,373 67,566 24.0 1,155.26

(参考) 自己資本 27年３月期 77,352百万円 26年３月期 67,172百万円

　　
　（訂正後）

１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

（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 ％
27年３月期 548,012 △2.9 1,812 △43.3 6,125 △7.6 4,527 6.9

26年３月期 564,655 3.1 3,199 15.7 6,632 7.3 4,235 8.4

(注) 包括利益 27年３月期 14,809百万円(208.4％) 26年３月期 4,801百万円(△43.8％)
　

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 ％ ％ ％
27年３月期 79.51 73.56 6.2 2.1 0.3

26年３月期 71.96 － 6.5 2.4 0.6

(参考) 持分法投資損益 27年３月期 836百万円 26年３月期 76百万円
　　
（２）連結財政状態

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
27年３月期 304,422 78,208 25.5 1,390.89

26年３月期 279,373 67,566 24.0 1,155.26

(参考) 自己資本 27年３月期 77,770百万円 26年３月期 67,172百万円

決算短信 （宝印刷）  2015年06月04日 18時28分 2ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



（訂正前）

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（省略）

負債は、前連結会計年度末から14,826百万円増加し、226,633百万円となりました。内訳は、流動負債190,260百

万円、固定負債36,372百万円であります。

流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金181,483百万円、賞与引当金1,804百万円であります。なお前連結会

計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が813百万円増加したこと等により、流動負債が1,357百万円増加しておりま

す。

固定負債の主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債10,045百万円、繰延税金負債9,403百万円、退職給付に係る

負債8,321百万円及び長期借入金3,280百万円であります。なお前連結会計年度末に比べ、ユーロ円貨建転換社債型

新株予約権付社債の発行により転換社債型新株予約権付社債が10,045百万円増加したこと等により、固定負債が

13,468百万円増加しております。

純資産は、前連結会計年度末から10,223百万円増加し、77,789百万円となりました。主な要因は、その他有価証

券評価差額金8,362百万円の増加及び当期純利益4,527百万円の計上等によるものであります。

（省略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期

自己資本比率 19.4％ 20.7％ 22.7％ 24.0％ 25.4％

時価ベースの自己資本比率 15.3％ 15.4％ 18.4％ 16.2％ 16.8％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

195.1％ 33.9％ 37.2％ ― 81.7％

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

72.4倍 217.2倍 203.7倍 ― 198.3倍

（注）平成26年３月期につきましては、営業活動キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子

負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。
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（訂正後）

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（省略）

負債は、前連結会計年度末から14,407百万円増加し、226,214百万円となりました。内訳は、流動負債190,260百

万円、固定負債35,953百万円であります。

流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金181,483百万円、賞与引当金1,804百万円であります。なお前連結会

計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が813百万円増加したこと等により、流動負債が1,357百万円増加しておりま

す。

固定負債の主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債10,045百万円、繰延税金負債9,602百万円、退職給付に係る

負債7,703百万円及び長期借入金3,280百万円であります。なお前連結会計年度末に比べ、ユーロ円貨建転換社債型

新株予約権付社債の発行により転換社債型新株予約権付社債が10,045百万円増加したこと等により、固定負債が

13,049百万円増加しております。

純資産は、前連結会計年度末から10,641百万円増加し、78,208百万円となりました。主な要因は、その他有価証

券評価差額金8,362百万円の増加及び当期純利益4,527百万円の計上等によるものであります。

（省略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期

自己資本比率 19.4％ 20.7％ 22.7％ 24.0％ 25.5％

時価ベースの自己資本比率 15.3％ 15.4％ 18.4％ 16.2％ 16.8％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

195.1％ 33.9％ 37.2％ ― 81.7％

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

72.4倍 217.2倍 203.7倍 ― 198.3倍

（注）平成26年３月期につきましては、営業活動キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子

負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。
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　 （訂正前）

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 180,669 181,483

短期借入金 1,050 1,050

1年内返済予定の長期借入金 900 1,064

未払法人税等 785 869

返品調整引当金 173 178

賞与引当金 1,844 1,804

その他 3,480 3,811

流動負債合計 188,903 190,260

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 － 10,045

長期借入金 3,000 3,280

リース債務 1,114 1,699

繰延税金負債 6,420 9,403

役員退職慰労引当金 229 212

退職給付に係る負債 8,176 8,321

負ののれん 3,683 2,947

その他 278 461

固定負債合計 22,903 36,372

負債合計 211,806 226,633

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 12,675 12,675

利益剰余金 38,427 40,863

自己株式 △1,986 △4,060

株主資本合計 54,116 54,478

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,642 21,005

退職給付に係る調整累計額 413 1,867

その他の包括利益累計額合計 13,055 22,873

少数株主持分 394 437

純資産合計 67,566 77,789

負債純資産合計 279,373 304,422
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　（訂正後）

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 180,669 181,483

短期借入金 1,050 1,050

1年内返済予定の長期借入金 900 1,064

未払法人税等 785 869

返品調整引当金 173 178

賞与引当金 1,844 1,804

その他 3,480 3,811

流動負債合計 188,903 190,260

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 － 10,045

長期借入金 3,000 3,280

リース債務 1,114 1,699

繰延税金負債 6,420 9,602

役員退職慰労引当金 229 212

退職給付に係る負債 8,176 7,703

負ののれん 3,683 2,947

その他 278 461

固定負債合計 22,903 35,953

負債合計 211,806 226,214

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 12,675 12,675

利益剰余金 38,427 40,863

自己株式 △1,986 △4,060

株主資本合計 54,116 54,478

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,642 21,005

退職給付に係る調整累計額 413 2,286

その他の包括利益累計額合計 13,055 23,292

少数株主持分 394 437

純資産合計 67,566 78,208

負債純資産合計 279,373 304,422
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（訂正前）

連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 4,283 4,572

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 521 7,904

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 457

退職給付に係る調整額 － 1,454

その他の包括利益合計 517 9,817

包括利益 4,801 14,390

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,752 14,345

少数株主に係る包括利益 48 45

（訂正後）

連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 4,283 4,572

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 521 7,904

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 457

退職給付に係る調整額 － 1,873

その他の包括利益合計 517 10,236

包括利益 4,801 14,809

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,752 14,764

少数株主に係る包括利益 48 45
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（訂正前）

（３）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券評価差

額金

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 12,642 413 13,055 394 67,566

会計方針の変更による

累積的影響額
△1,178

会計方針の変更を反映

した当期首残高
12,642 413 13,055 394 66,387

当期変動額

剰余金の配当 △912

当期純利益 4,527

自己株式の取得 △2,073

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
8,362 1,454 9,817 43 9,860

当期変動額合計 8,362 1,454 9,817 43 11,401

当期末残高 21,005 1,867 22,873 437 77,789

（訂正後）

（３）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券評価差

額金

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 12,642 413 13,055 394 67,566

会計方針の変更による

累積的影響額
△1,178

会計方針の変更を反映

した当期首残高
12,642 413 13,055 394 66,387

当期変動額

剰余金の配当 △912

当期純利益 4,527

自己株式の取得 △2,073

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
8,362 1,873 10,236 43 10,279

当期変動額合計 8,362 1,873 10,236 43 11,820

当期末残高 21,005 2,286 23,292 437 78,208
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（訂正前）

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27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 6,929 6,390

減価償却費 2,213 2,581

減損損失 167 579

のれん償却額 10 233

負ののれん償却額 △736 △736

貸倒引当金の増減額（△は減少） △702 △168

賞与引当金の増減額（△は減少） 228 △290

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △670 78

受取利息及び受取配当金 △791 △1,027

受取賃貸料 △60 △115

受取事務手数料 △1,525 △1,430

支払利息 42 46

持分法による投資損益（△は益） △76 △835

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 130 △506

有形固定資産除売却損益（△は益） △55 0

売上債権の増減額（△は増加） △15,553 3,663

たな卸資産の増減額（△は増加） 275 706

未収入金の増減額（△は増加） 393 △418

差入保証金の増減額（△は増加） △247 103

仕入債務の増減額（△は減少） 694 △846

その他 98 △195

小計 △9,235 7,811

利息及び配当金の受取額 803 1,032

受取事務手数料の受取額 1,496 1,427

保険金の受取額 － 162

受取補償金の受取額 127 93

利息の支払額 △42 △47

法人税等の支払額 △3,774 △1,781

法人税等の還付額 190 860

その他 26 △43

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,409 9,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 8,157 △2,879

有形固定資産の取得による支出 △4,846 △3,460

有形固定資産の売却による収入 252 24

無形固定資産の取得による支出 △1,081 △898

投資有価証券の取得による支出 △524 △3,070

投資有価証券の売却による収入 451 1,417

投資事業組合からの分配による収入 143 15

貸付金の回収による収入 101 43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

－ △5,246

その他 △52 297

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,602 △13,755
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（訂正後）

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27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 6,929 6,390

減価償却費 2,213 2,581

減損損失 167 579

のれん償却額 10 233

負ののれん償却額 △736 △736

貸倒引当金の増減額（△は減少） △702 △168

賞与引当金の増減額（△は減少） 228 △290

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △670 78

受取利息及び受取配当金 △791 △1,027

受取賃貸料 △60 △115

受取事務手数料 △1,525 △1,430

支払利息 42 46

持分法による投資損益（△は益） △76 △836

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 130 △506

有形固定資産除売却損益（△は益） △55 0

売上債権の増減額（△は増加） △15,553 3,854

たな卸資産の増減額（△は増加） 275 706

未収入金の増減額（△は増加） 393 △418

差入保証金の増減額（△は増加） △247 103

仕入債務の増減額（△は減少） 694 △846

その他 98 △386

小計 △9,235 7,811

利息及び配当金の受取額 803 1,032

受取事務手数料の受取額 1,496 1,427

保険金の受取額 － 162

受取補償金の受取額 127 93

利息の支払額 △42 △47

法人税等の支払額 △3,774 △1,781

法人税等の還付額 190 860

その他 26 △43

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,409 9,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 8,157 △2,879

有形固定資産の取得による支出 △4,846 △3,460

有形固定資産の売却による収入 252 24

無形固定資産の取得による支出 △1,081 △898

投資有価証券の取得による支出 △524 △3,070

投資有価証券の売却による収入 451 1,421

投資事業組合からの分配による収入 143 15

貸付金の回収による収入 101 43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

－ △5,246

その他 △52 293

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,602 △13,755
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（訂正前）

(連結包括利益計算書関係)

１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日)

その他有価証券評価差額金

　当期発生額 779百万円 11,290百万円

　組替調整額 △31 △499

　 税効果調整前 747 10,790

　 税効果額 △226 △2,885

　 その他有価証券評価差額金 521 7,904

退職給付に係る調整額

　当期発生額 ― 2,247

　組替調整額 ― △101

　 税効果調整前 ― 2,145

　 税効果額 ― △691

　 退職給付に係る調整額 ― 1,454

持分法適用会社に対する持分相当額

　当期発生額 △3 457

その他の包括利益合計 517 9,817

（訂正後）

(連結包括利益計算書関係)

１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日)

その他有価証券評価差額金

　当期発生額 779百万円 11,290百万円

　組替調整額 △31 △499

　 税効果調整前 747 10,790

　 税効果額 △226 △2,885

　 その他有価証券評価差額金 521 7,904

退職給付に係る調整額

　当期発生額 ― 2,865

　組替調整額 ― △101

　 税効果調整前 ― 2,764

　 税効果額 ― △890

　 退職給付に係る調整額 ― 1,873

持分法適用会社に対する持分相当額

　当期発生額 △3 457

その他の包括利益合計 517 10,236
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（訂正前）

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式

普通株式 61,224 ― ― 61,224

合計 61,224 ― ― 61,224

自己株式

普通株式 1,958 1,122 ― 3,080

合計 1,958 1,122 ― 3,080

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（訂正後）

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式

普通株式 61,224 ― ― 61,224

合計 61,224 ― ― 61,224

自己株式

普通株式 1,958 1,122 ― 3,080

合計 1,958 1,122 ― 3,080

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,122千株は、立会外買付取引による増加1,121千株及び単元未満株式の買

取りによる増加０千株であります。
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（訂正前）

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式

普通株式 61,224 ― ― 61,224

合計 61,224 ― ― 61,224

自己株式

普通株式 3,080 2,229 ― 5,310

合計 3,080 2,229 ― 5,310

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（訂正後）

当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首

株式数（千株）

当連結会計年度

増加株式数（千株）

当連結会計年度

減少株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

発行済株式

普通株式 61,224 ― ― 61,224

合計 61,224 ― ― 61,224

自己株式

普通株式 3,080 2,229 ― 5,310

合計 3,080 2,229 ― 5,310

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2,229千株は、立会外買付取引による増加2,229千株及び単元未満株式の買

取りによる増加０千株であります。

決算短信 （宝印刷）  2015年06月04日 18時28分 13ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



（訂正前）

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 1,155円26銭 1,383円40銭

１株当たり当期純利益金額 71円96銭 79円51銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

― 73円56銭

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益(百万円) 4,235 4,527

　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

　普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,235 4,527

　普通株式の期中平均株式数(千株) 58,857 56,947

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額(百万円) ― 2

　（うち支払利息（税額相当額控除後）（百万円）） ― (2)

　普通株式増加数（株） ― 4,566

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

― ―

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 67,566 77,789

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 394 437

(うち少数株主持分) (394) (437)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 67,172 77,352

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数(千株)

58,144 55,914
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（訂正後）

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 1,155円26銭 1,390円89銭

１株当たり当期純利益金額 71円96銭 79円51銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

― 73円56銭

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益(百万円) 4,235 4,527

　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

　普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,235 4,527

　普通株式の期中平均株式数(千株) 58,857 56,947

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額(百万円) ― 2

　（うち支払利息（税額相当額控除後）（百万円）） ― (2)

　普通株式増加数（株） ― 4,566

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

― ―

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 67,566 78,208

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 394 437

(うち少数株主持分) (394) (437)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 67,172 77,770

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数(千株)

58,144 55,914

以 上
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