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過年度決算の訂正に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 22 年 3 月期の四半期報告書及び有価証券報告書、平成 23 年 3 月期の四半期報告

書の記載事項におきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、訂正

報告書を提出いたしましたので、お知らせいたします。 

 今回の訂正による過年度業績等への影響については、下記の“訂正の概要”に記載させて頂き

ますので、ご参照ください。 

 

 

記 

 

 

１．訂正の理由 

当社の過年度決算において、当該決算時に使用した記録の一部に不備があり、ストックオプ

ションの権利失効に伴う戻入益として特別利益における未計上が判明いたしました。これを訂

正するため四半期報告書及び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．訂正の概要 

（１）連結決算への影響 

（単位：千円） 

決算期 項目 
訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

訂正額 

（Ｂ）-（Ａ） 

平成 22 年 3 月期 

第 1 四半期 

 

 

 

特別利益 7,190 31,994 24,804 

税金等調整前四半期純損失 150,303 125,499 △24,804 

四半期純損失 187,071 162,267 △24,804 

利益剰余金 △377,708 △352,904 24,804 

新株予約権 83,952 59,148 △24,804 

平成 22 年 3 月期 

第 2 四半期（累計） 

 

 

 

特別利益 32,695 57,499 24,804 

税金等調整前四半期純損失 240,561 215,757 △24,804 

四半期純損失 286,206 261,402 △24,804 

利益剰余金 △476,843 △452,039 24,804 

新株予約権 83,952 59,148 △24,804 

平成 22 年 3 月期 

第 3 四半期（累計） 

 

 

 

特別利益 31,228 74,370 43,142 

税金等調整前四半期純損失 363,844 320,702 △43,142 

四半期純損失 422,078 378,936 △43,142 

利益剰余金 △612,715 △569,573 43,142 

新株予約権 83,952 40,810 △43,142 



平成 22 年 3 月期 

 

 

 

 

特別利益 26,981 70,123 43,142 

税金等調整前当期純損失 361,765 318,623 △43,142 

当期純損失 415,715 372,573 △43,142 

利益剰余金 △606,352 △563,210 43,142 

新株予約権 83,952 40,810 △43,142 

平成 23 年 3 月期 

第 1 四半期 

利益剰余金 △628,715 △585,573 43,142 

新株予約権 83,952 40,810 △43,142 

平成 23 年 3 月期 

第 2 四半期 

利益剰余金 △531,398 △488,256 43,142 

新株予約権 83,952 40,810 △43,142 

 

 

（２）個別決算への影響 

（単位：千円） 

決算期 項目 
訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

訂正額 

（Ｂ）-（Ａ） 

平成 22 年 3 月期 

 

 

 

 

特別利益 19,765 62,907 43,142 

税引前当期純損失 658,143 615,001 △ 43,142 

当期純損失 548,277 505,135 △ 43,142 

利益剰余金 △1,018,011 △974,869 43,142 

新株予約権 83,952 40,810 △43,142 

 

 

３．訂正報告書を提出した有価証券報告書及び四半期報告書 
（１）有価証券報告書 

平成 22 年３月期 （自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
 

（２）四半期報告書 
平成 22 年３月期 第１四半期 （自 平成 21 年 ４月１日 至 平成 21 年 ６月 30 日） 
平成 22 年３月期 第２四半期 （自 平成 21 年 ７月１日 至 平成 21 年 ９月 30 日） 
平成 22 年３月期 第３四半期 （自 平成 21 年 10 月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 
 
平成 23 年３月期 第１四半期 （自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年６月 30 日） 
平成 23 年３月期 第２四半期 （自 平成 22 年７月１日 至 平成 22 年９月 30 日） 

 

４．訂正報告書の訂正内容 

訂正内容の詳細につきましては電子開示システムＥＤＩＮＥＴ(http://info.edinet-fsa.go.jp/）

でご確認ください。（ＥＤＩＮＥＴコード E01978） 

 

５．過年度決算短信の訂正について 

 過年度決算短信の訂正につきましては、現在作業中であり、完了次第速やかに開示いたしま

す。 

 

以上 


