
 

平成 22 年５月 19 日 

各 位 

会社名 株式会社エス・エム・エス 

代 表 者 名 代表取締役社長 諸藤 周平

（コード番号：2175  東証マザーズ）

問 合 せ 先 取締役管理本部長 後藤 夏樹

（TEL ： 03-5295-7341）

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 22 年３月期 決算短信（非連結）」の一部訂正について 

 

平成 22 年４月 28 日に公表いたしました「平成 22 年 3 月期 決算短信（非連結）」について、

一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

１．16 ぺージ 

４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

純資産の部 

 

２．18 ぺージ 

４．財務諸表 

（３）株主資本等変動計算書 

      利益剰余金 

 

 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 298,199 490,004

未払費用 30,973 52,485

未払法人税等 485,636 277,821

未払消費税等 93,880 －

前受金 284,434 156,586

預り金 14,760 16,910

賞与引当金 91,847 126,129

返金引当金 53,471 67,895

その他 21,315 17,538

流動負債合計 1,374,518 1,205,372

固定負債   

退職給付引当金 17,857 28,616

その他 17,630 32,130

固定負債合計 35,487 60,746

負債合計 1,410,005 1,266,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 261,525 261,525

資本剰余金   

資本準備金 236,525 236,525

資本剰余金合計 236,525 236,525

利益剰余金   

利益準備金 － 4,870

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,210,375 1,874,079

利益剰余金合計 1,210,375 1,878,950

株主資本合計 1,708,425 2,377,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 2,161

評価・換算差額等合計 － 2,161

純資産合計 1,708,425 2,379,161

負債純資産合計 3,118,431 3,645,280
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 298,199 490,004

未払費用 30,973 52,485

未払法人税等 485,636 277,821

未払消費税等 93,880 －

前受金 284,434 156,586

預り金 14,760 16,910

賞与引当金 91,847 126,129

返金引当金 53,471 67,895

その他 21,315 17,538

流動負債合計 1,374,518 1,205,372

固定負債   

退職給付引当金 17,857 28,616

その他 17,630 32,130

固定負債合計 35,487 60,746

負債合計 1,410,005 1,266,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 261,525 261,525

資本剰余金   

資本準備金 236,525 236,525

資本剰余金合計 236,525 236,525

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,210,375 1,878,950

利益剰余金合計 1,210,375 1,878,950

株主資本合計 1,708,425 2,377,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 2,161

評価・換算差額等合計 － 2,161

純資産合計 1,708,425 2,379,161

負債純資産合計 3,118,431 3,645,280
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 258,550 261,525

当期変動額   

新株の発行 2,975 －

当期変動額合計 2,975 －

当期末残高 261,525 261,525

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 233,550 236,525

当期変動額   

新株の発行 2,975 －

当期変動額合計 2,975 －

当期末残高 236,525 236,525

資本剰余金合計   

前期末残高 233,550 236,525

当期変動額   

新株の発行 2,975 －

当期変動額合計 2,975 －

当期末残高 236,525 236,525

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 － －

当期変動額   

剰余金の配当 － 4,870

当期変動額合計 － 4,870

当期末残高 － 4,870

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 491,295 1,210,375

当期変動額   

剰余金の配当 － △53,575

当期純利益 719,080 717,279

当期変動額合計 719,080 663,703

当期末残高 1,210,375 1,874,079

利益剰余金合計   

前期末残高 491,295 1,210,375

当期変動額   

剰余金の配当 － △48,705

当期純利益 719,080 717,279
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 258,550 261,525

当期変動額   

新株の発行 2,975 －

当期変動額合計 2,975 －

当期末残高 261,525 261,525

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 233,550 236,525

当期変動額   

新株の発行 2,975 －

当期変動額合計 2,975 －

当期末残高 236,525 236,525

資本剰余金合計   

前期末残高 233,550 236,525

当期変動額   

新株の発行 2,975 －

当期変動額合計 2,975 －

当期末残高 236,525 236,525

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 491,295 1,210,375

当期変動額   

剰余金の配当 － △48,705

当期純利益 719,080 717,279

当期変動額合計 719,080 668,574

当期末残高 1,210,375 1,878,950

利益剰余金合計   

前期末残高 491,295 1,210,375

当期変動額   

剰余金の配当 － △48,705

当期純利益 719,080 717,279

当期変動額合計 719,080 668,574

当期末残高 1,210,375 1,878,950

株主資本合計   

前期末残高 983,395 1,708,425

当期変動額   

新株の発行 5,950 －
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