
 

平成 23 年５月 20 日 

各      位 

会 社 名  ヨシコン株式会社 

代表者名  代表取締役社長 吉田立志    

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ５２８０） 

問合せ先  

役職・氏名 常務取締役管理本部長 

      吉田尚洋 

電話番号 054－205－6363 

 

（訂正・数値データ訂正）「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 

 
当社は，平成 23 年５月６日 16 時に発表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します。なお、訂正箇所

には下線を付しております。 

 

１．訂正の理由 

 当社は、平成 23 年５月 16 日の臨時取締役会の決議において、取締役に対するインセンティブとして

当連結会計年度の業績を総合的に勘案し、役員賞与を支給することと決定いたしました。 

 

２．訂正の内容  

 

 サマリー情報 

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】 
（％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 ％

23 年３月期 12,084 △0.7 726 91.2 662 100.2 390 59.5
22 年３月期 12,166 △5.8 380 △51.4 331 △57.6 245 13.1

（注）  包括利益    23 年３月期 368 百万円（46.3％） 22 年３月期 252 百万円（－％） 
（％表示は対前期増減率） 

 
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 51.50 － 4.8 4.3 6.0
22 年３月期 32.14 － 3.1 2.2 3.1

（参考） 持分法投資損益 23 年３月期 △17 百万円 22 年３月期 △12 百万円 
【訂正後】 

（％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 ％

23 年３月期 12,084 △0.7 704 85.4 640 93.5 368 50.5
22 年３月期 12,166 △5.8 380 △51.4 331 △57.6 245 13.1

（注）  包括利益    23 年３月期 346 百万円（37.6％） 22 年３月期 252 百万円（－％） 
（％表示は対前期増減率） 

 
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 48.60 － 4.6 4.2 5.8
22 年３月期 32.14 － 3.1 2.2 3.1

（参考） 持分法投資損益 23 年３月期 △17 百万円 22 年３月期 △12 百万円
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(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 15,950 8,254 51.7 1,088.22
22 年３月期 14,802 7,969 53.8 1,047.64

（参考） 自己資本    23 年３月期 8,252 百万円 22 年３月期 7,969 百万円 
【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 15,950 8,232 51.6 1,085.32
22 年３月期 14,802 7,969 53.8 1,047.64

（参考） 自己資本    23 年３月期 8,230 百万円 22 年３月期 7,969 百万円 

 
２．配当の状況 
【訂正前】 

年間配当金 
 第１ 

四半期末
第２ 

四半期末 
第３ 

四半期末
期末 合計 

配当金総
額 

(合計) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22 年３月期 － 0.00 － 10.50 10.50 79 32.7 1.0
23 年３月期 － 0.00 － 10.50 10.50 79 20.4 1.0
24 年３月期 

(予想) 
 0.00  10.50 10.50  18.1 

【訂正後】 
年間配当金 

 第１ 
四半期末

第２ 
四半期末 

第３ 
四半期末

期末 合計 

配当金総
額 

(合計) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22 年３月期 － 0.00 － 10.50 10.50 79 32.7 1.0
23 年３月期 － 0.00 － 10.50 10.50 79 21.6 1.0
24 年３月期 

(予想) 
 0.00  10.50 10.50  18.1 

 
３．平成 24 年３月期の連結業績予想（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 
【訂正前】 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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） 

5,100 30.2 130 － 100 － 50 － 3.95

通     期 14,200 17.5 850 17.0 800 20.7 440 12.6 57.97
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

【訂正後】 

 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） 

5,100 30.2 130 － 100 － 50 － 6.59

通     期 14,200 17.5 850 20.6 800 24.8 440 19.3 57.97
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（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】 

（％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 ％

23 年３月期 11,939 △0.5 658 109.9 595 126.3 349 72.3
22 年３月期 12,005 △5.9 313 △57.1 263 △63.8 203 △20.6

 

 
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

 円 銭 円 銭

23 年３月期 46.10 －
22 年３月期 26.64 －

【訂正後】 
（％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 ％

23 年３月期 11,939 △0.5 636 102.9 573 117.9 327 61.5
22 年３月期 12,005 △5.9 313 △57.1 263 △63.8 203 △20.6

 

 
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

 円 銭 円 銭

23 年３月期 43.20 －
22 年３月期 26.64 －

 
(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 ％ 円 銭

23 年３月期 15,464 8,130 52.6 1,072.03
22 年３月期 14,298 7,887 55.2 1,036.88

（参考） 自己資本    23 年３月期 8,130 百万円 22 年３月期 7,887 百万円 
【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 15,464 8,108 52.4 1,069.13
22 年３月期 14,298 7,887 55.2 1,036.88

（参考） 自己資本    23 年３月期 8,108 百万円 22 年３月期 7,887 百万円 
 
２．平成 24 年３月期の個別業績予想（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 
【訂正前】 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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） 

5,000 29.3 100 － 70 － 30 － 3.95

通     期 14,000 17.3 800 21.4 750 25.9 410 17.2 54.02

【訂正後】 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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） 

5,000 29.3 100 － 70 － 30 － 3.95

通     期 14,000 17.3 800 25.6 750 30.7 410 25.0 54.02
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１．経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

【訂正前】 

この結果、当連結会計年度の売上高は120億84百万円（前連結会計年度比0.7％減）、営業利益は７億26百

万円（前連結会計年度比91.2％増）、経常利益は６億62百万円（前連結会計年度比100.2％増）、当期純利益

は３億90百万円（前連結会計年度比59.5％増）となりました。 

【訂正後】 

この結果、当連結会計年度の売上高は120億84百万円（前連結会計年度比0.7％減）、営業利益は７億４百

万円（前連結会計年度比85.4％増）、経常利益は６億40百万円（前連結会計年度比93.5％増）、当期純利益

は３億68百万円（前連結会計年度比50.5％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

     ①資産、負債、純資産の状況 
【訂正前】 

  （ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて65.1％増加し、51億48百万円となりました。これは主として、

買掛金(13億94百万円)が増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて31.4％減少し、25億48百万円となりました。これは主として、

長期借入金（19億27百万円）が減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて12.6％増加し、76億96百万円となりました。 

  （ハ）純資産 

純資産合計は、当期純利益の発生により前連結会計年度末に比べて3.6％増加し、82億54百万円となりま

した。 

一株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて40円58銭増加し、1,088円22銭となりました。また、自

己資本比率は、51.7％となりました。 

 

【訂正後】 

  （ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて65.8％増加し、51億70百万円となりました。これは主として、

買掛金(13億94百万円)が増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて31.4％減少し、25億48百万円となりました。これは主として、

長期借入金（19億27百万円）が減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて13.0％増加し、77億18百万円となりました。 

 

  （ハ）純資産 

純資産合計は、当期純利益の発生により前連結会計年度末に比べて3.3％増加し、82億32百万円となりま

した。 

一株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて37円68銭増加し、1,085円32銭となりました。また、自

己資本比率は、51.6％となりました。 

 
     ②キャッシュ・フローの状況 
【訂正前】 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

仕入債務の増加（11億17百万円）、税金等調整前当期純利益（６億62百万円）、減価償却費（２億77百

万円）などによる資金調達に対し、販売用不動産の取得による棚卸資産の増加（10億88百万円）、退職給

付引当金の減少（３億９百万円）、売上債権の増加（１億80百万円）などにより支出した結果、営業活動

により得られた資金は５億45百万円（前連結会計年度は３億88百万円の収入）となりました。 

 

【訂正後】 
（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

仕入債務の増加（11億17百万円）、税金等調整前当期純利益（６億40百万円）、減価償却費（２億77百

万円）などによる資金調達に対し、販売用不動産の取得による棚卸資産の増加（10億88百万円）、退職給

付引当金の減少（３億９百万円）、売上債権の増加（１億80百万円）などにより支出した結果、営業活動

により得られた資金は５億45百万円（前連結会計年度は３億88百万円の収入）となりました。 
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

【訂正前】 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 53.4 44.7 52.6 53.8 51.7

時価ベースの自己資本比率

（％） 
20.7 10.1 12.8 12.0 14.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 1.7 13.4 9.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） － － 22.5 3.9 5.7

 

【訂正後】 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 53.4 44.7 52.6 53.8 51.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
20.7 10.1 12.8 12.0 14.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 1.7 13.4 9.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） － － 22.5 3.9 5.7
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4．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) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 ※2 276,813 ※2 1,394,341

  短期借入金 ※2 2,001,000 ※2 2,562,800

  １年内返済予定の長期借入金 ※2 413,219 ※2 727,260

  リース債務 6,812  6,812

  未払金 ※2 134,063  178,189

  未払法人税等 64,073  104,142

  賞与引当金 43,990  40,472

  その他 177,856  134,199

  流動負債合計 3,117,830  5,148,218

 固定負債  

  長期借入金 ※2 2,748,786 ※2 1,927,845

  リース債務 19,095  12,282

  退職給付引当金 309,356  －

  資産除去債務 －  14,126

  その他 637,213  593,837

  固定負債合計 3,714,450  2,548,091

 負債合計 6,832,280  7,696,310

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 1,652,065  1,652,065

  資本剰余金 1,854,455  1,854,455

  利益剰余金 4,625,723  4,936,722

  自己株式 △140,190  △145,969

  株主資本合計 7,992,052  8,297,273

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 458  △26,049

  繰延ヘッジ損益 △22,747  △18,396

  その他の包括利益累計額合計 △22,289  △44,446

 少数株主持分 －  1,814

 純資産合計 7,969,763  8,254,641

負債純資産合計 14,802,044  15,950,952
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【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) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 ※2 276,813 ※2 1,394,341

  短期借入金 ※2 2,001,000 ※2 2,562,800

  １年内返済予定の長期借入金 ※2 413,219 ※2 727,260

  リース債務 6,812  6,812

  未払金 ※2 134,063  178,189

  未払法人税等 64,073  104,142

  賞与引当金 43,990  40,472

  役員賞与引当金 －  22,000

  その他 177,856  134,199

  流動負債合計 3,117,830  5,170,218

 固定負債  

  長期借入金 ※2 2,748,786 ※2 1,927,845

  リース債務 19,095  12,282

  退職給付引当金 309,356  －

  資産除去債務 －  14,126

  その他 637,213  593,837

  固定負債合計 3,714,450  2,548,091

 負債合計 6,832,280  7,718,310

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 1,652,065  1,652,065

  資本剰余金 1,854,455  1,854,455

  利益剰余金 4,625,723  4,914,722

  自己株式 △140,190  △145,969

  株主資本合計 7,992,052  8,275,273

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 458  △26,049

  繰延ヘッジ損益 △22,747  △18,396

  その他の包括利益累計額合計 △22,289  △44,446

 少数株主持分 －  1,814

 純資産合計 7,969,763  8,232,641

負債純資産合計 14,802,044  15,950,952
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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) 

売上高 12,166,373  12,084,421

売上原価 ※2,4 10,239,248 ※2,4 9,744,122

売上総利益 1,927,125  2,340,298

販売費及び一般管理費 ※1,2 1,546,968 ※1,2 1,613,586

営業利益 380,156  726,712

営業外収益  

 受取利息 1,333  806

 受取配当金 2,084  3,145

 仕入割引 19,263  16,038

 不動産取得税還付金 5,170  －

 受取賃貸料 13,488  10,205

 受取手数料 18,246  10,669

 保険返戻金 19,577  6,989

 その他 13,782  14,462

 営業外収益合計 92,947  62,318

営業外費用  

 支払利息 98,362  95,760

 持分法による投資損失 12,106  17,889

 貸倒引当金繰入額 18,009  2,554

 その他 13,407  9,848

 営業外費用合計 141,886  126,053

経常利益 331,217  662,977

特別利益  

 固定資産売却益 ※3 31,183 ※3 2,588

 貸倒引当金戻入額 5,922  －

 退職給付制度改定益 －  60,117

 特別利益合計 37,105  62,706

特別損失  

 固定資産除却損 ※3 1,324 ※3 61,109

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  1,630

 特別損失合計 1,324  62,739

税金等調整前当期純利益 366,999  662,943

法人税、住民税及び事業税 74,190  113,350

法人税等調整額 47,739  158,634

法人税等合計 121,929  271,985

少数株主損益調整前当期純利益 －  390,958

少数株主利益 －  81

当期純利益 245,069  390,876
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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) 

売上高 12,166,373  12,084,421

売上原価 ※2,4 10,239,248 ※2,4 9,744,122

売上総利益 1,927,125  2,340,298

販売費及び一般管理費 ※1,2 1,546,968 ※1,2 1,635,586

営業利益 380,156  704,712

営業外収益  

 受取利息 1,333  806

 受取配当金 2,084  3,145

 仕入割引 19,263  16,038

 不動産取得税還付金 5,170  －

 受取賃貸料 13,488  10,205

 受取手数料 18,246  10,669

 保険返戻金 19,577  6,989

 その他 13,782  14,462

 営業外収益合計 92,947  62,318

営業外費用  

 支払利息 98,362  95,760

 持分法による投資損失 12,106  17,889

 貸倒引当金繰入額 18,009  2,554

 その他 13,407  9,848

 営業外費用合計 141,886  126,053

経常利益 331,217  640,977

特別利益  

 固定資産売却益 ※3 31,183 ※3 2,588

 貸倒引当金戻入額 5,922  －

 退職給付制度改定益 －  60,117

 特別利益合計 37,105  62,706

特別損失  

 固定資産除却損 ※3 1,324 ※3 61,109

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  1,630

 特別損失合計 1,324  62,739

税金等調整前当期純利益 366,999  640,943

法人税、住民税及び事業税 74,190  113,350

法人税等調整額 47,739  158,634

法人税等合計 121,929  271,985

少数株主損益調整前当期純利益 －  368,958

少数株主利益 －  81

当期純利益 245,069  368,876

- 9 -



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 245,069  390,958

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 9,364  △26,508

 繰延ヘッジ損益 △2,348  4,351

 その他の包括利益合計 7,016 ※2 △22,156

包括利益 252,085 ※1 368,801

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 252,085  368,719

 少数株主に係る包括利益 －  81

 
【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 245,069  368,958

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 9,364  △26,508

 繰延ヘッジ損益 △2,348  4,351

 その他の包括利益合計 7,016 ※2 △22,156

包括利益 252,085 ※1 346,801

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 252,085  346,719

 少数株主に係る包括利益 －  81
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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) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 1,652,065  1,652,065

  当期末残高 1,652,065  1,652,065

 資本剰余金  

  前期末残高 1,854,455  1,854,455

  当期末残高 1,854,455  1,854,455

 利益剰余金  

  前期末残高 4,460,763  4,625,723

  当期変動額  

   剰余金の配当 △80,109  △79,877

   当期純利益 245,069  390,876

   当期変動額合計 164,960  310,999

  当期末残高 4,625,723  4,936,722

 自己株式  

  前期末残高 △134,993  △140,190

  当期変動額  

   自己株式の取得 △5,197  △5,778

   当期変動額合計 △5,197  △5,778

  当期末残高 △140,190  △145,969

 株主資本合計  

  前期末残高 7,832,290  7,992,052

  当期変動額  

   剰余金の配当 △80,109  △79,877

   当期純利益 245,069  390,876

   自己株式の取得 △5,197  △5,778

   当期変動額合計 159,762  305,220

  当期末残高 7,992,052  8,297,273

その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 △8,906  458

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,364  △26,508

   当期変動額合計 9,364  △26,508

  当期末残高 458  △26,049

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高 △20,399  △22,747

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,348  4,351

   当期変動額合計 △2,348  4,351

  当期末残高 △22,747  △18,396
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  (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) 

 その他の包括利益累計額合計  

  前期末残高 △29,305  △22,289

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,016  △22,156

   当期変動額合計 7,016  △22,156

  当期末残高 △22,289  △44,446

少数株主持分  

 前期末残高 －  －

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －  1,814

  当期変動額合計 －  1,814

 当期末残高 －  1,814

純資産合計  

 前期末残高 7,802,984  7,969,763

 当期変動額  

  剰余金の配当 △80,109  △79,877

  当期純利益 245,069  390,876

  自己株式の取得 △5,197  △5,778

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,016  △20,342

  当期変動額合計 166,779  284,878

 当期末残高 7,969,763  8,254,641

 

【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) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 1,652,065  1,652,065

  当期末残高 1,652,065  1,652,065

 資本剰余金  

  前期末残高 1,854,455  1,854,455

  当期末残高 1,854,455  1,854,455

 利益剰余金  

  前期末残高 4,460,763  4,625,723

  当期変動額  

   剰余金の配当 △80,109  △79,877

   当期純利益 245,069  368,876

   当期変動額合計 164,960  288,999

  当期末残高 4,625,723  4,914,722

 自己株式  

  前期末残高 △134,993  △140,190

  当期変動額  

   自己株式の取得 △5,197  △5,778

   当期変動額合計 △5,197  △5,778

  当期末残高 △140,190  △145,969
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  (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) 

 株主資本合計  

  前期末残高 7,832,290  7,992,052

  当期変動額  

   剰余金の配当 △80,109  △79,877

   当期純利益 245,069  368,876

   自己株式の取得 △5,197  △5,778

   当期変動額合計 159,762  283,220

  当期末残高 7,992,052  8,275,273

その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 △8,906  458

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,364  △26,508

   当期変動額合計 9,364  △26,508

  当期末残高 458  △26,049

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高 △20,399  △22,747

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,348  4,351

   当期変動額合計 △2,348  4,351

  当期末残高 △22,747  △18,396

 その他の包括利益累計額合計  

  前期末残高 △29,305  △22,289

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,016  △22,156

   当期変動額合計 7,016  △22,156

  当期末残高 △22,289  △44,446

少数株主持分  

 前期末残高 －  －

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －  1,814

  当期変動額合計 －  1,814

 当期末残高 －  1,814

純資産合計  

 前期末残高 7,802,984  7,969,763

 当期変動額  

  剰余金の配当 △80,109  △79,877

  当期純利益 245,069  368,876

  自己株式の取得 △5,197  △5,778

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,016  △20,342

  当期変動額合計 166,779  262,878

 当期末残高 7,969,763  8,232,641
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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 366,999  662,943

 減価償却費 274,876  277,498

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,217  28,565

 賞与引当金の増減額（△は減少） △2,634  △3,518

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,484  △309,356

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △119,000  －

 受取利息及び受取配当金 △3,418  △3,952

 保険返戻金 △19,577  △6,989

 支払利息 98,362  95,760

 持分法による投資損益（△は益） 12,106  17,889

 固定資産売却損益（△は益） △31,183  △2,588

 固定資産除却損 1,324  61,109

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  1,630

 売上債権の増減額（△は増加） 119,919  △180,178

 たな卸資産の増減額（△は増加） 193,810  △1,088,882

 未収消費税等の増減額 －  △8,581

 仕入債務の増減額（△は減少） △244,562  1,117,527

 未払金の増減額（△は減少） △381  63,295

 未払消費税等の増減額（△は減少） 55,226  △65,715

 前受金の増減額（△は減少） 8,828  17,382

 預り金の増減額（△は減少） △3,431  3,629

 その他 111,103  34,167

 小計 803,103  711,637

 利息及び配当金の受取額 3,528  4,017

 利息の支払額 △98,371  △95,531

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △320,174  △74,730

 営業活動によるキャッシュ・フロー 388,085  545,393

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 子会社株式の取得による支出 －  △9,800

 固定資産の取得による支出 △467,977  △145,631

 固定資産の売却による収入 102,076  9,148

 投資有価証券の取得による支出 △3,196  △27,028

 貸付けによる支出 △22,440  △30,000

 貸付金の回収による収入 6,438  2,157

 保険積立金の解約による収入 200,114  32,669

 その他 △11,611  4,730

 投資活動によるキャッシュ・フロー △196,594  △163,754
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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 366,999  640,943

 減価償却費 274,876  277,498

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,217  28,565

 賞与引当金の増減額（△は減少） △2,634  △3,518

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） －  22,000

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,484  △309,356

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △119,000  －

 受取利息及び受取配当金 △3,418  △3,952

 保険返戻金 △19,577  △6,989

 支払利息 98,362  95,760

 持分法による投資損益（△は益） 12,106  17,889

 固定資産売却損益（△は益） △31,183  △2,588

 固定資産除却損 1,324  61,109

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  1,630

 売上債権の増減額（△は増加） 119,919  △180,178

 たな卸資産の増減額（△は増加） 193,810  △1,088,882

 未収消費税等の増減額 －  △8,581

 仕入債務の増減額（△は減少） △244,562  1,117,527

 未払金の増減額（△は減少） △381  63,295

 未払消費税等の増減額（△は減少） 55,226  △65,715

 前受金の増減額（△は減少） 8,828  17,382

 預り金の増減額（△は減少） △3,431  3,629

 その他 111,103  34,167

 小計 803,103  711,637

 利息及び配当金の受取額 3,528  4,017

 利息の支払額 △98,371  △95,531

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △320,174  △74,730

 営業活動によるキャッシュ・フロー 388,085  545,393

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 子会社株式の取得による支出 －  △9,800

 固定資産の取得による支出 △467,977  △145,631

 固定資産の売却による収入 102,076  9,148

 投資有価証券の取得による支出 △3,196  △27,028

 貸付けによる支出 △22,440  △30,000

 貸付金の回収による収入 6,438  2,157

 保険積立金の解約による収入 200,114  32,669

 その他 △11,611  4,730

 投資活動によるキャッシュ・フロー △196,594  △163,754
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
【訂正前】 

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） 

４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ――――― 

(3) 重要な引当金の計上基準 

  ――――― 

 
【訂正後】 

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） 

４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ハ 役員賞与引当金 

  ――――― 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ハ 役員賞与引当金 

  役員の賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

 

（連結損益計算書関係） 

【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） 

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 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 

運賃 199,070千円
広告宣伝費 70,985千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 

運賃 187,992千円
広告宣伝費 155,010千円 

役員報酬 141,855千円
給料 412,811千円
賞与引当金繰入額 22,192千円
役員退職慰労引当金繰入額 3,660千円
退職給付費用 13,857千円
減価償却費 53,346千円 

役員報酬 135,525千円
給料 400,594千円
賞与引当金繰入額 21,226千円
退職給付費用 24,906千円
減価償却費 71,124千円
貸倒引当金繰入額 26,010千円 

 
【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 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 

運賃 199,070千円
広告宣伝費 70,985千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 

運賃 187,992千円
広告宣伝費 155,010千円 

役員報酬 141,855千円
給料 412,811千円
賞与引当金繰入額 22,192千円
役員退職慰労引当金繰入額 3,660千円
退職給付費用 13,857千円
減価償却費 53,346千円 

役員報酬 135,525千円
役員賞与引当金繰入額 22,000千円
給料 400,594千円
賞与引当金繰入額 21,226千円
退職給付費用 24,906千円
減価償却費 71,124千円
貸倒引当金繰入額 26,010千円 
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【セグメント情報】 

４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関す

る事項） 

【訂正前】 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 734,530 1,088,978

「その他」の区分の利益 24,902 31,836

セグメント間取引消去 △3,098 △36,088

全社費用 △376,179 △358,015

連結財務諸表の営業利益 380,156 726,712

 
【訂正後】 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 734,530 1,088,978

「その他」の区分の利益 24,902 31,836

セグメント間取引消去 △3,098 △36,088

全社費用 △376,179 △380,015

連結財務諸表の営業利益 380,156 704,712
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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） 

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 39.7

（調整） 

 交際費等永久に損金算入されない項目 1.4

 住民税均等割等 1.8

 増加試験研究費の税額控除 △0.3

 評価性引当額 △8.9

 その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.2
 

法定実効税率 39.7

（調整） 

 交際費等永久に損金算入されない項目 0.7

 住民税均等割等 1.1

 増加試験研究費の税額控除 △0.4

 評価性引当額 0.8

 その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.0
 

  

 
【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） 

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 39.7

（調整） 

 交際費等永久に損金算入されない項目 1.4

 住民税均等割等 1.8

 増加試験研究費の税額控除 △0.3

 評価性引当額 △8.9

 その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.2
 

法定実効税率 39.7

（調整） 

 交際費等永久に損金算入されない項目 0.7

 住民税均等割等 1.1

 増加試験研究費の税額控除 △0.4

 評価性引当額 0.8

 役員賞与引当金繰入額 1.4

 その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.4
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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 1,047円64銭

１株当たり当期純利益金額 32円14銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額つい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 1,088円22銭

１株当たり当期純利益金額 51円50銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額つい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  

 (注)１．１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22年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 7,969,763 8,254,641 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 1,814 

 （うち少数株主持分）（千円） （                    －） （                 1,814）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 7,969,763 8,252,827 

１株当たり純資産の算定に用いられた期末の普通株

式の数（千株） 

7,607 7,583 

 (注)２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、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金額 

 当期純利益（千円） 245,069 390,876 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 245,069 390,876 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 7,624 7,590 

 

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めなかった潜在株式の概

要 

新株予約権55個 新株予約権52個 
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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 1,047円64銭

１株当たり当期純利益金額 32円14銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額つい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 1,085円32銭

１株当たり当期純利益金額 48円60銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額つい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  

 (注)１．１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22年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 7,969,763 8,232,641 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 1,814 

 （うち少数株主持分）（千円） （                    －） （                 1,814）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 7,969,763 8,230,827 

１株当たり純資産の算定に用いられた期末の普通株

式の数（千株） 

7,607 7,583 

 (注)２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、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金額 

 当期純利益（千円） 245,069 368,876 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 245,069 368,876 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 7,624 7,590 

 

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めなかった潜在株式の概

要 

新株予約権55個 新株予約権52個 
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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) 

（負債の部）  

 流動負債  

  買掛金 272,311  1,385,379

  短期借入金 1,800,000  2,390,000

  １年内返済予定の長期借入金 378,664  693,384

  リース債務 6,812  6,812

  未払金 132,810  181,253

  未払費用 26,522  25,809

  未払法人税等 48,200  89,895

  前受金 50,152  67,509

  預り金 28,441  32,455

  賞与引当金 43,715  40,197

  その他 68,292  1,782

  流動負債合計 2,855,923  4,914,479

 固定負債  

  長期借入金 2,620,196  1,833,132

  リース債務 19,095  12,282

  役員長期未払金 254,340  230,430

  退職給付引当金 309,005  －

  資産除去債務 －  14,126

  長期預り金 305,913  278,205

  その他 45,852  51,952

  固定負債合計 3,554,402  2,420,129

 負債合計 6,410,325  7,334,608

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 1,652,065  1,652,065

  資本剰余金  

   資本準備金 1,854,455  1,854,455

   資本剰余金合計 1,854,455  1,854,455

  利益剰余金  

   利益準備金 131,222  131,222

   その他利益剰余金  

    圧縮記帳積立金 7,834  7,296

    別途積立金 4,120,000  4,120,000

    繰越利益剰余金 284,820  555,380

   利益剰余金合計 4,543,877  4,813,899

  自己株式 △140,190  △145,969

  株主資本合計 7,910,206  8,174,449

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 458  △26,049

  繰延ヘッジ損益 △22,747  △18,396

  評価・換算差額等合計 △22,289  △44,446

 純資産合計 7,887,917  8,130,003

負債純資産合計 14,298,243  15,464,612
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【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) 

（負債の部）  

 流動負債  

  買掛金 272,311  1,385,379

  短期借入金 1,800,000  2,390,000

  １年内返済予定の長期借入金 378,664  693,384

  リース債務 6,812  6,812

  未払金 132,810  181,253

  未払費用 26,522  25,809

  未払法人税等 48,200  89,895

  前受金 50,152  67,509

  預り金 28,441  32,455

  賞与引当金 43,715  40,197

  役員賞与引当金 －  22,000

  その他 68,292  1,782

  流動負債合計 2,855,923  4,936,479

 固定負債  

  長期借入金 2,620,196  1,833,132

  リース債務 19,095  12,282

  役員長期未払金 254,340  230,430

  退職給付引当金 309,005  －

  資産除去債務 －  14,126

  長期預り金 305,913  278,205

  その他 45,852  51,952

  固定負債合計 3,554,402  2,420,129

 負債合計 6,410,325  7,356,608

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 1,652,065  1,652,065

  資本剰余金  

   資本準備金 1,854,455  1,854,455

   資本剰余金合計 1,854,455  1,854,455

  利益剰余金  

   利益準備金 131,222  131,222

   その他利益剰余金  

    圧縮記帳積立金 7,834  7,296

    別途積立金 4,120,000  4,120,000

    繰越利益剰余金 284,820  533,380

   利益剰余金合計 4,543,877  4,791,899

  自己株式 △140,190  △145,969

  株主資本合計 7,910,206  8,152,449

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 458  △26,049

  繰延ヘッジ損益 △22,747  △18,396

  評価・換算差額等合計 △22,289  △44,446

 純資産合計 7,887,917  8,108,003

負債純資産合計 14,298,243  15,464,612
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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) 

売上高  

 製品売上高 2,812,483  3,159,300

 商品売上高 2,339,170  2,286,141

 不動産売上高 6,668,929  5,965,096

 その他の売上高 185,153  529,235

 売上高合計 12,005,737  11,939,774

売上原価  

 製品売上原価  

  製品期首たな卸高 818,710  791,370

  当期製品製造原価 2,422,034  2,600,742

  合計 3,240,745  3,392,112

  製品期末たな卸高 791,370  627,526

  製品売上原価 2,449,374  2,764,585

 商品売上原価  

  商品期首たな卸高 12,899  8,242

  当期商品仕入高 2,190,050  2,110,384

  合計 2,202,949  2,118,626

  商品期末たな卸高 8,242  5,974

  商品売上原価 2,194,707  2,112,651

 不動産売上原価 5,342,285  4,357,617

 その他の原価 189,532  462,061

 売上原価合計 10,175,900  9,696,916

売上総利益 1,829,836  2,242,858

販売費及び一般管理費  

 販売手数料 72,125  31,308

 運賃 199,070  187,992

 広告宣伝費 65,272  150,732

 貸倒引当金繰入額 －  26,010

 役員報酬 141,855  135,525

 給料 335,580  334,207

 賞与 29,997  23,538

 賞与引当金繰入額 22,192  21,226

 役員退職慰労引当金繰入額 3,660  －

 退職給付費用 13,819  24,743

 法定福利費 50,644  52,646

 福利厚生費 9,643  12,757

 減価償却費 36,969  58,450

 支払手数料 92,401  84,886

 租税公課 103,009  123,770

 その他 339,812  316,327

 販売費及び一般管理費合計 1,516,053  1,584,124

営業利益 313,783  658,733
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  (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) 

営業外収益  

 受取利息 1,330  741

 受取配当金 2,079  3,140

 仕入割引 19,263  16,038

 不動産取得税還付金 5,170  －

 受取賃貸料 11,216  7,064

 受取手数料 15,972  9,113

 保険返戻金 19,577  6,989

 その他 9,204  13,295

 営業外収益合計 83,814  56,383

営業外費用  

 支払利息 90,744  90,217

 貸倒引当金繰入額 30,115  20,444

 その他 13,406  8,591

 営業外費用合計 134,266  119,252

経常利益 263,331  595,864

特別利益  

 固定資産売却益 31,183  1,851

 貸倒引当金戻入額 5,922  －

 退職給付制度改定益 －  60,117

 特別利益合計 37,105  61,969

特別損失  

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  1,630

 固定資産除却損 1,324  61,109

 特別損失合計 1,324  62,739

税引前当期純利益 299,113  595,094

法人税、住民税及び事業税 44,090  84,226

法人税等調整額 51,936  160,969

法人税等合計 96,027  245,195

当期純利益 203,085  349,898
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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) 

売上高  

 製品売上高 2,812,483  3,159,300

 商品売上高 2,339,170  2,286,141

 不動産売上高 6,668,929  5,965,096

 その他の売上高 185,153  529,235

 売上高合計 12,005,737  11,939,774

売上原価  

 製品売上原価  

  製品期首たな卸高 818,710  791,370

  当期製品製造原価 2,422,034  2,600,742

  合計 3,240,745  3,392,112

  製品期末たな卸高 791,370  627,526

  製品売上原価 2,449,374  2,764,585

 商品売上原価  

  商品期首たな卸高 12,899  8,242

  当期商品仕入高 2,190,050  2,110,384

  合計 2,202,949  2,118,626

  商品期末たな卸高 8,242  5,974

  商品売上原価 2,194,707  2,112,651

 不動産売上原価 5,342,285  4,357,617

 その他の原価 189,532  462,061

 売上原価合計 10,175,900  9,696,916

売上総利益 1,829,836  2,242,858

販売費及び一般管理費  

 販売手数料 72,125  31,308

 運賃 199,070  187,992

 広告宣伝費 65,272  150,732

 貸倒引当金繰入額 －  26,010

 役員報酬 141,855  135,525

 給料 335,580  334,207

 賞与 29,997  23,538

 賞与引当金繰入額 22,192  21,226

 役員賞与引当金繰入額 －  22,000

 退職給付費用 13,819  24,743

 役員退職慰労引当金繰入額 3,660  －

 法定福利費 50,644  52,646

 福利厚生費 9,643  12,757

 減価償却費 36,969  58,450

 支払手数料 92,401  84,886

 租税公課 103,009  123,770

 その他 339,812  316,327

 販売費及び一般管理費合計 1,516,053  1,606,124

営業利益 313,783  636,733
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  (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) 

営業外収益  

 受取利息 1,330  741

 受取配当金 2,079  3,140

 仕入割引 19,263  16,038

 不動産取得税還付金 5,170  －

 受取賃貸料 11,216  7,064

 受取手数料 15,972  9,113

 保険返戻金 19,577  6,989

 その他 9,204  13,295

 営業外収益合計 83,814  56,383

営業外費用  

 支払利息 90,744  90,217

 貸倒引当金繰入額 30,115  20,444

 その他 13,406  8,591

 営業外費用合計 134,266  119,252

経常利益 263,331  573,864

特別利益  

 固定資産売却益 31,183  1,851

 貸倒引当金戻入額 5,922  －

 退職給付制度改定益 －  60,117

 特別利益合計 37,105  61,969

特別損失  

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  1,630

 固定資産除却損 1,324  61,109

 特別損失合計 1,324  62,739

税引前当期純利益 299,113  573,094

法人税、住民税及び事業税 44,090  84,226

法人税等調整額 51,936  160,969

法人税等合計 96,027  245,195

当期純利益 203,085  327,898
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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)

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 1,652,065  1,652,065

  当期末残高 1,652,065  1,652,065

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 1,854,455  1,854,455

   当期末残高 1,854,455  1,854,455

  資本剰余金合計  

   前期末残高 1,854,455  1,854,455

   当期末残高 1,854,455  1,854,455

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 131,222  131,222

   当期末残高 131,222  131,222

  その他利益剰余金  

   圧縮記帳積立金  

    前期末残高 8,412  7,834

    当期変動額  

     圧縮記帳積立金の取崩 △577  △538

     当期変動額合計 △577  △538

    当期末残高 7,834  7,296

   別途積立金  

    前期末残高 3,920,000  4,120,000

    当期変動額  

     別途積立金の積立 200,000  －

     当期変動額合計 200,000  －

    当期末残高 4,120,000  4,120,000

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 361,266  284,820

    当期変動額  

     圧縮記帳積立金の取崩 577  538

     別途積立金の積立 △200,000  －

     剰余金の配当 △80,109  △79,877

     当期純利益 203,085  349,898

     当期変動額合計 △76,445  270,559

    当期末残高 284,820  555,380
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  (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)

  利益剰余金合計  

   前期末残高 4,420,901  4,543,877

   当期変動額  

    圧縮記帳積立金の取崩 －  －

    別途積立金の積立 －  －

    剰余金の配当 △80,109  △79,877

    当期純利益 203,085  349,898

    当期変動額合計 122,976  270,021

   当期末残高 4,543,877  4,813,899

 自己株式  

  前期末残高 △134,993  △140,190

  当期変動額  

   自己株式の取得 △5,197  △5,778

   当期変動額合計 △5,197  △5,778

  当期末残高 △140,190  △145,969

 株主資本合計  

  前期末残高 7,792,427  7,910,206

  当期変動額  

   剰余金の配当 △80,109  △79,877

   当期純利益 203,085  349,898

   自己株式の取得 △5,197  △5,778

   当期変動額合計 117,778  264,242

  当期末残高 7,910,206  8,174,449
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  (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)

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 △8,906  458

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,364  △26,508

   当期変動額合計 9,364  △26,508

  当期末残高 458  △26,049

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高 △20,399  △22,747

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,348  4,351

   当期変動額合計 △2,348  4,351

  当期末残高 △22,747  △18,396

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 △29,305  △22,289

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,016  △22,156

   当期変動額合計 7,016  △22,156

  当期末残高 △22,289  △44,446

純資産合計  

 前期末残高 7,763,122  7,887,917

 当期変動額  

  剰余金の配当 △80,109  △79,877

  当期純利益 203,085  349,898

  自己株式の取得 △5,197  △5,778

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,016  △22,156

  当期変動額合計 124,795  242,085

 当期末残高 7,887,917  8,130,003
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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)

株主資本   

 資本金   

  前期末残高 1,652,065  1,652,065

  当期末残高 1,652,065  1,652,065

 資本剰余金   

  資本準備金   

   前期末残高 1,854,455  1,854,455

   当期末残高 1,854,455  1,854,455

  資本剰余金合計   

   前期末残高 1,854,455  1,854,455

   当期末残高 1,854,455  1,854,455

 利益剰余金   

  利益準備金   

   前期末残高 131,222  131,222

   当期末残高 131,222  131,222

  その他利益剰余金   

   圧縮記帳積立金   

    前期末残高 8,412  7,834

    当期変動額   

     圧縮記帳積立金の取崩 △577  △538

     当期変動額合計 △577  △538

    当期末残高 7,834  7,296

   別途積立金   

    前期末残高 3,920,000  4,120,000

    当期変動額   

     別途積立金の積立 200,000  －

     当期変動額合計 200,000  －

    当期末残高 4,120,000  4,120,000

   繰越利益剰余金   

    前期末残高 361,266  284,820

    当期変動額   

     圧縮記帳積立金の取崩 577  538

     別途積立金の積立 △200,000  －

     剰余金の配当 △80,109  △79,877

     当期純利益 203,085  327,898

     当期変動額合計 △76,445  248,559

    当期末残高 284,820  533,380
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  (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)

  利益剰余金合計   

   前期末残高 4,420,901  4,543,877

   当期変動額   

    圧縮記帳積立金の取崩 －  －

    別途積立金の積立 －  －

    剰余金の配当 △80,109  △79,877

    当期純利益 203,085  327,898

    当期変動額合計 122,976  248,021

   当期末残高 4,543,877  4,791,899

 自己株式   

  前期末残高 △134,993  △140,190

  当期変動額   

   自己株式の取得 △5,197  △5,778

   当期変動額合計 △5,197  △5,778

  当期末残高 △140,190  △145,969

 株主資本合計   

  前期末残高 7,792,427  7,910,206

  当期変動額   

   剰余金の配当 △80,109  △79,877

   当期純利益 203,085  327,898

   自己株式の取得 △5,197  △5,778

   当期変動額合計 117,778  242,242

  当期末残高 7,910,206  8,152,449
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  (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)

評価・換算差額等   

 その他有価証券評価差額金   

  前期末残高 △8,906  458

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,364  △26,508

   当期変動額合計 9,364  △26,508

  当期末残高 458  △26,049

 繰延ヘッジ損益   

  前期末残高 △20,399  △22,747

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,348  4,351

   当期変動額合計 △2,348  4,351

  当期末残高 △22,747  △18,396

 評価・換算差額等合計   

  前期末残高 △29,305  △22,289

  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,016  △22,156

   当期変動額合計 7,016  △22,156

  当期末残高 △22,289  △44,446

純資産合計   

 前期末残高 7,763,122  7,887,917

 当期変動額   

  剰余金の配当 △80,109  △79,877

  当期純利益 203,085  327,898

  自己株式の取得 △5,197  △5,778

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,016  △22,156

  当期変動額合計 124,795  220,085

 当期末残高 7,887,917  8,108,003

 

 

 

以 上 
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