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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28年３月25日に提出いたしました第21期（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）有価証券報告書の記

載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

２　財務諸表等

(1）財務諸表

①　貸借対照表

②　株主資本等変動計算書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　　（訂正前）

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成26年12月31日)
当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部（省略）   

負債の部（省略）   

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 1,926,030 1,547,321

資本剰余金合計 1,926,030 1,547,321

利益剰余金   

利益準備金 23,137 36,092

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 416,675 727,173

利益剰余金合計 439,812 763,266

自己株式 △310,918 △672,961

株主資本合計 7,054,924 6,637,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △53,203

評価・換算差額等合計 － △53,203

新株予約権 88,741 139,451

純資産合計 7,143,666 6,723,874

負債純資産合計 7,299,691 6,898,840

 

　　（訂正後）

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成26年12月31日)
当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部（省略）   

負債の部（省略）   

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金   

資本準備金 12,002 12,002

その他資本剰余金 1,914,027 1,535,318

資本剰余金合計 1,926,030 1,547,321

利益剰余金   

利益準備金 23,137 36,092

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 416,675 727,173

利益剰余金合計 439,812 763,266

自己株式 △310,918 △672,961

株主資本合計 7,054,924 6,637,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △53,203

評価・換算差額等合計 － △53,203

新株予約権 88,741 139,451

純資産合計 7,143,666 6,723,874

負債純資産合計 7,299,691 6,898,840
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③【株主資本等変動計算書】

　　（訂正前）

前事業年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰
余金

当期首残高 5,000,000 2,070,940 2,070,940 11,846 350,183 362,029 △291,115 7,141,853

当期変動額         

剰余金の配当     △112,911 △112,911  △112,911

利益準備金の積立    11,291 △11,291 －  －

当期純利益     190,695 190,695  190,695

自己株式の取得       △175,184 △175,184

自己株式の処分  △2,710 △2,710    13,181 10,471

自己株式の消却  △142,200 △142,200    142,200 －

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

        

当期変動額合計 － △144,910 △144,910 11,291 66,492 77,783 △19,802 △86,929

当期末残高 5,000,000 1,926,030 1,926,030 23,137 416,675 439,812 △310,918 7,054,924

 

     

 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 － － 68,158 7,210,012

当期変動額     

剰余金の配当    △112,911

利益準備金の積立    －

当期純利益    190,695

自己株式の取得    △175,184

自己株式の処分    10,471

自己株式の消却    －

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

  20,583 20,583

当期変動額合計 － － 20,583 △66,345

当期末残高 － － 88,741 7,143,666
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当事業年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰
余金

当期首残高 5,000,000 1,926,030 1,926,030 23,137 416,675 439,812 △310,918 7,054,924

当期変動額         

剰余金の配当     △129,555 △129,555  △129,555

利益準備金の積立    12,955 △12,955 －  －

当期純利益     453,009 453,009  453,009

自己株式の取得       △760,673 △760,673

自己株式の処分  4,091 4,091    15,830 19,921

自己株式の消却  △382,800 △382,800    382,800 －

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

        

当期変動額合計 － △378,708 △378,708 12,955 310,498 323,453 △362,043 △417,298

当期末残高 5,000,000 1,547,321 1,547,321 36,092 727,173 763,266 △672,961 6,637,626

 

     

 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 － － 88,741 7,143,666

当期変動額     

剰余金の配当    △129,555

利益準備金の積立    －

当期純利益    453,009

自己株式の取得    △760,673

自己株式の処分    19,921

自己株式の消却    －

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

△53,203 △53,203 50,709 △2,494

当期変動額合計 △53,203 △53,203 50,709 △419,792

当期末残高 △53,203 △53,203 139,451 6,723,874
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　　（訂正後）

前事業年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日）

        (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 
資本準備
金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備
金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰
余金

当期首残高 5,000,000 12,002 2,058,937 2,070,940 11,846 350,183 362,029 △291,115 7,141,853

当期変動額          

剰余金の配当      △112,911 △112,911  △112,911

利益準備金の積立     11,291 △11,291 －  －

当期純利益      190,695 190,695  190,695

自己株式の取得        △175,184 △175,184

自己株式の処分   △2,710 △2,710    13,181 10,471

自己株式の消却   △142,200 △142,200    142,200 －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

         

当期変動額合計 － － △144,910 △144,910 11,291 66,492 77,783 △19,802 △86,929

当期末残高 5,000,000 12,002 1,914,027 1,926,030 23,137 416,675 439,812 △310,918 7,054,924

 

     

 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 － － 68,158 7,210,012

当期変動額     

剰余金の配当    △112,911

利益準備金の積立    －

当期純利益    190,695

自己株式の取得    △175,184

自己株式の処分    10,471

自己株式の消却    －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

  20,583 20,583

当期変動額合計 － － 20,583 △66,345

当期末残高 － － 88,741 7,143,666
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当事業年度（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）

        (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 
資本準備
金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備
金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰
余金

当期首残高 5,000,000 12,002 1,914,027 1,926,030 23,137 416,675 439,812 △310,918 7,054,924

当期変動額          

剰余金の配当      △129,555 △129,555  △129,555

利益準備金の積立     12,955 △12,955 －  －

当期純利益      453,009 453,009  453,009

自己株式の取得        △760,673 △760,673

自己株式の処分   4,091 4,091    15,830 19,921

自己株式の消却   △382,800 △382,800    382,800 －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

         

当期変動額合計 － － △378,708 △378,708 12,955 310,498 323,453 △362,043 △417,298

当期末残高 5,000,000 12,002 1,535,318 1,547,321 36,092 727,173 763,266 △672,961 6,637,626

 

     

 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 － － 88,741 7,143,666

当期変動額     

剰余金の配当    △129,555

利益準備金の積立    －

当期純利益    453,009

自己株式の取得    △760,673

自己株式の処分    19,921

自己株式の消却    －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

△53,203 △53,203 50,709 △2,494

当期変動額合計 △53,203 △53,203 50,709 △419,792

当期末残高 △53,203 △53,203 139,451 6,723,874
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