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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25年３月28日に提出いたしました第18期（自　平成24年１月１日　至　平成24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。

　なお、財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL形式の

データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

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23年12月31日)
当事業年度

(平成24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 4,504,919 2,069,873

   資本剰余金合計 4,504,919 2,069,873

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △2,162,377 232,872

   利益剰余金合計 △2,162,377 232,872

  自己株式 △266,652 △143,798

  株主資本合計 7,075,888 7,158,948

 新株予約権 12,850 31,858

 純資産合計 7,088,739 7,190,806

負債純資産合計 7,191,764 7,316,802

 

　　（訂正後）

(単位：千円)

     
前事業年度

(平成23年12月31日)
当事業年度

(平成24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

   その他資本剰余金 4,504,919 2,057,870

   資本剰余金合計 4,504,919 2,069,873

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △2,162,377 232,872

   利益剰余金合計 △2,162,377 232,872

  自己株式 △266,652 △143,798

  株主資本合計 7,075,888 7,158,948

 新株予約権 12,850 31,858

 純資産合計 7,088,739 7,190,806

負債純資産合計 7,191,764 7,316,802
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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23年１月１日
　至　平成23年12月31日)

当事業年度
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年12月31日)

株主資本   

 資本金   

  当期首残高 5,000,000 5,000,000

  当期変動額   

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 5,000,000 5,000,000

 資本剰余金   

  その他資本剰余金   

   当期首残高 4,504,924 4,504,919

   当期変動額   

    剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △120,027

    自己株式の処分 △5 －

    自己株式の消却 － △152,640

    欠損填補 － △2,162,377

    当期変動額合計 △5 △2,435,045

   当期末残高 4,504,919 2,069,873

  資本剰余金合計   

   当期首残高 4,504,924 4,504,919

   当期変動額   

    剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △120,027

    自己株式の処分 △5 －

    自己株式の消却 － △152,640

    欠損填補 － △2,162,377

    当期変動額合計 △5 △2,435,045

   当期末残高 4,504,919 2,069,873

 利益剰余金   

  その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金   

    当期首残高 △2,271,182 △2,162,377

    当期変動額   

     当期純利益 108,804 232,872

     欠損填補 － 2,162,377

     当期変動額合計 108,804 2,395,250

    当期末残高 △2,162,377 232,872
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(単位：千円)

     
前事業年度

(自　平成23年１月１日
　至　平成23年12月31日)

当事業年度
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年12月31日)

  利益剰余金合計   

   当期首残高 △2,271,182 △2,162,377

   当期変動額   

    当期純利益 108,804 232,872

    欠損填補 － 2,162,377

    当期変動額合計 108,804 21,395,250

   当期末残高 △2,162,377 232,872

 自己株式   

  当期首残高 △180,488 △266,652

  当期変動額   

   自己株式の取得 △86,194 △29,785

   自己株式の処分 31 －

   自己株式の消却 － 152,640

   当期変動額合計 △86,163 122,854

  当期末残高 △266,652 △143,798

 株主資本合計   

  当期首残高 7,053,253 7,075,888

  当期変動額   

   剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △120,027

   当期純利益 108,804 232,872

   自己株式の取得 △86,194 △29,785

   自己株式の処分 25 －

   当期変動額合計 22,635 83,059

  当期末残高 7,075,888 7,158,948

新株予約権   

 当期首残高 － 12,850

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,850 19,008

  当期変動額合計 12,850 19,008

 当期末残高 12,850 31,858

純資産合計   

 当期首残高 7,053,253 7,088,739

 当期変動額   

  剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △120,027

  当期純利益 108,804 232,872

  自己株式の取得 △86,194 △29,785

  自己株式の処分 25 －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,850 19,008

  当期変動額合計 35,485 102,067

 当期末残高 7,088,739 7,190,806
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　　（訂正後）

(単位：千円)

      
前事業年度

(自　平成23年１月１日
　至　平成23年12月31日)

当事業年度
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年12月31日)

株主資本   

 資本金   

  当期首残高 5,000,000 5,000,000

  当期変動額   

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 5,000,000 5,000,000

 資本剰余金   

  資本準備金   

   当期首残高 － －

   当期変動額   

    剰余金（その他資本剰余金）の配当 － 12,002

    当期変動額合計 － 12,002

   当期末残高 － 12,002

  その他資本剰余金   

   当期首残高 4,504,924 4,504,919

   当期変動額   

    剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △132,030

    自己株式の処分 △5 －

    自己株式の消却 － △152,640

    欠損填補 － △2,162,377

    当期変動額合計 △5 △2,447,048

   当期末残高 4,504,919 2,057,870

  資本剰余金合計   

   当期首残高 4,504,924 4,504,919

   当期変動額   

    剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △120,027

    自己株式の処分 △5 －

    自己株式の消却 － △152,640

    欠損填補 － △2,162,377

    当期変動額合計 △5 △2,435,045

   当期末残高 4,504,919 2,069,873

 利益剰余金   

  その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金   

    当期首残高 △2,271,182 △2,162,377

    当期変動額   

     当期純利益 108,804 232,872

     欠損填補 － 2,162,377

     当期変動額合計 108,804 2,395,250

    当期末残高 △2,162,377 232,872
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(単位：千円)

     
前事業年度

(自　平成23年１月１日
　至　平成23年12月31日)

当事業年度
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年12月31日)

  利益剰余金合計   

   当期首残高 △2,271,182 △2,162,377

   当期変動額   

    当期純利益 108,804 232,872

    欠損填補 － 2,162,377

    当期変動額合計 108,804 21,395,250

   当期末残高 △2,162,377 232,872

 自己株式   

  当期首残高 △180,488 △266,652

  当期変動額   

   自己株式の取得 △86,194 △29,785

   自己株式の処分 31 －

   自己株式の消却 － 152,640

   当期変動額合計 △86,163 122,854

  当期末残高 △266,652 △143,798

 株主資本合計   

  当期首残高 7,053,253 7,075,888

  当期変動額   

   剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △120,027

   当期純利益 108,804 232,872

   自己株式の取得 △86,194 △29,785

   自己株式の処分 25 －

   当期変動額合計 22,635 83,059

  当期末残高 7,075,888 7,158,948

新株予約権   

 当期首残高 － 12,850

 当期変動額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,850 19,008

  当期変動額合計 12,850 19,008

 当期末残高 12,850 31,858

純資産合計   

 当期首残高 7,053,253 7,088,739

 当期変動額   

  剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △120,027

  当期純利益 108,804 232,872

  自己株式の取得 △86,194 △29,785

  自己株式の処分 25 －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,850 19,008

  当期変動額合計 35,485 102,067

 当期末残高 7,088,739 7,190,806
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