
 

平成 23 年５月 27 日 
 

各 位 
会 社 名 株式会社  雪国まいたけ 
代表者名 代表取締役社長  大平喜信 
（コード番号  １３７８  東証第二部） 
問合せ先 取締役兼執行役員 
 管理本部長  山本忠義 
（ＴＥＬ  ０２５－７７８－０１１１） 

 
（訂正・数値データ訂正あり） 

「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 
 
平成 23 年５月９日付で発表いたしました「平成 23 年３月期  決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

内容について、一部訂正がありましたので下記のとおりお知らせいたします。 
なお、該当箇所につきましては、下線を付しております。 

 
【訂正理由】 
  負ののれん発生益の誤りに伴い、これに関連する箇所並びにその他訂正すべき箇所の訂正を行います。 
 
【訂正箇所】 
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 26,520 1.5 1,488 △44.9 905 △54.8 697 △39.0
22 年３月期 26,140 2.0 2,699 107.7 2,004 274.1 1,143 694.9

（注）  包括利益            23 年３月期    873 百万円（△37.1％）        22 年３月期    1,387 百万円（－％） 
 

 
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 19 04 18 93 9.9 2.5 5.6
22 年３月期 32 20 32 04 17.8 6.2 10.3

（参考）  持分法投資損益    23 年３月期      －百万円                    22 年３月期       －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 26,520 1.5 1,488 △44.9 906 △54.8 700 △38.8
22 年３月期 26,140 2.0 2,699 107.7 2,004 274.1 1,143 694.9

（注）  包括利益            23 年３月期    872 百万円（△37.1％）        22 年３月期    1,387 百万円（－％） 
 

 
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 19 11 19 00 9.9 2.5 5.6
22 年３月期 32 20 32 04 17.8 6.2 10.3

（参考）  持分法投資損益    23 年３月期      －百万円                    22 年３月期       －百万円 
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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 00 10 00 374 31.1 5.2
23 年３月期 － － 0 00 － － 10 00 10 00 361 52.5 5.2

24 年３月期(予想) － － 0 00 － － 10 00 10 00  23.6

 

（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 00 10 00 374 31.1 5.2
23 年３月期 － － 0 00 － － 10 00 10 00 361 52.3 5.2

24 年３月期(予想) － － 0 00 － － 10 00 10 00  23.6

 

 

１．経営成績 
（1）経営成績に関する分析 
  ① 当連結会計年度の経営成績 
（訂正前） 
  その結果、当連結会計年度の業績は、売上高は 265 億 20 百万円（前期比 1.5％増）となりましたが、

ぶなしめじ増産に伴う初期コストの負担や生産設備の入替え・調整に伴う人件費の増加と生産効率の低

下などによる製造原価の増加と販売体制強化及び成長戦略実現に向けた人材の獲得による人件費増加

などにより営業利益は 14 億 88 百万円（前期比 44.9％減）、経常利益は９億５百万円（前期比 54.8％減）、

当期純利益は６億 97 百万円（前期比 39.0％減）となりました。 
 
（訂正後） 
  その結果、当連結会計年度の業績は、売上高は 265 億 20 百万円（前期比 1.5％増）となりましたが、

ぶなしめじ増産に伴う初期コストの負担や生産設備の入替え・調整に伴う人件費の増加と生産効率の低

下などによる製造原価の増加と販売体制強化及び成長戦略実現に向けた人材の獲得による人件費増加

などにより営業利益は 14 億 88 百万円（前期比 44.9％減）、経常利益は９億６百万円（前期比 54.8％減）、

当期純利益は７億円（前期比 38.8％減）となりました。 
 
 
（2）財政状態に関する分析 
  ② キャッシュ・フローの状況 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 （訂正前） 
  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは６億 57 百万円の収入（前連結会計年

度比 80.9％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益９億 92 百万円（前連結会計年度

比 50.6％減）、減価償却費及びその他の償却費 17 億 97 百万円（前連結会計年度比 33.0％増）、たな卸

資産の増加額 12 億 50 百万円（前連結会計年度は 93 百万円の増加）及び法人税等の支払により８億 28
百万円（前連結会計年度比 689.2％増）を支出したこと等によるものであります。 
 
（訂正後） 
  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは６億 57 百万円の収入（前連結会計年

度比 80.9％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益９億 95 百万円（前連結会計年度

比 50.4％減）、減価償却費及びその他の償却費 17 億 97 百万円（前連結会計年度比 33.0％増）、たな卸

資産の増加額 12 億 50 百万円（前連結会計年度は 93 百万円の増加）及び法人税等の支払により８億 28
百万円（前連結会計年度比 689.2％増）を支出したこと等によるものであります。 
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（訂正前） 

４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

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)

繰延資産

社債発行費 45 52

繰延資産合計 45 52

資産合計 33,239 39,160

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 456 692

短期借入金 8,192 7,804

未払法人税等 922 243

賞与引当金 226 250

未払金 － 2,422

その他 3,458 3,463

流動負債合計 13,256 14,877

固定負債

社債 2,999 3,168

長期借入金 7,786 12,365

リース債務 － 548

退職給付引当金 69 60

役員退職慰労引当金 467 470

その他 1,187 588

固定負債合計 12,509 17,201

負債合計 25,765 32,078

純資産の部

株主資本

資本金 1,605 1,605

資本剰余金 2,262 2,262

利益剰余金 4,212 4,490

自己株式 △616 △1,321

株主資本合計 7,463 7,037

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4 △13

繰延ヘッジ損益 △117 △40

為替換算調整勘定 △91 △140

その他の包括利益累計額合計 △212 △194

新株予約権 34 59

少数株主持分 188 179

純資産合計 7,474 7,081

負債純資産合計 33,239 39,160
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（訂正後） 

(単位：百万円)

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)

繰延資産

社債発行費 45 52

繰延資産合計 45 52

資産合計 33,239 39,160

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 456 692

短期借入金 8,192 7,804

未払法人税等 922 243

賞与引当金 226 250

未払金 － 2,422

その他 3,458 3,463

流動負債合計 13,256 14,877

固定負債

社債 2,999 3,168

長期借入金 7,786 12,365

リース債務 － 548

退職給付引当金 69 60

役員退職慰労引当金 467 470

その他 1,187 588

固定負債合計 12,509 17,201

負債合計 25,765 32,078

純資産の部

株主資本

資本金 1,605 1,605

資本剰余金 2,262 2,262

利益剰余金 4,212 4,493

自己株式 △616 △1,321

株主資本合計 7,463 7,039

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4 △13

繰延ヘッジ損益 △117 △40

為替換算調整勘定 △91 △142

その他の包括利益累計額合計 △212 △197

新株予約権 34 59

少数株主持分 188 179

純資産合計 7,474 7,081

負債純資産合計 33,239 39,160
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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：百万円)

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 26,140 26,520

売上原価 16,408 17,447

売上総利益 9,731 9,073

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 790 818

運賃 1,854 1,977

販売手数料 1,265 1,262

貸倒引当金繰入額 11 －

報酬及び給料手当 1,428 1,758

賞与引当金繰入額 61 51

退職給付費用 14 13

役員退職慰労引当金繰入額 2 50

減価償却費 228 239

雑費 1,373 1,413

販売費及び一般管理費合計 7,031 7,584

営業利益 2,699 1,488

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 － 64

固定資産賃貸料 49 84

デリバティブ収益 32 49

雑収入 59 56

営業外収益合計 146 259

営業外費用

支払利息 575 505

投資事業組合運用損 107 46

シンジケートローン手数料 94 113

雑損失 63 177

営業外費用合計 842 842

経常利益 2,004 905

特別利益

固定資産売却益 － 11

負ののれん発生益 － 84

関係会社出資金売却益 － 26

新株予約権戻入益 14 2

貸倒引当金戻入額 － 5

受取補償金 48 －

特別利益合計 62 130
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(単位：百万円)

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)

特別損失

固定資産売却損 － 4

固定資産除却損 55 6

投資有価証券評価損 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29

その他 － 2

特別損失合計 59 43

税金等調整前当期純利益 2,007 992

法人税、住民税及び事業税 919 225

過年度法人税等 △25 △41

法人税等調整額 △176 △40

法人税等合計 718 143

少数株主損益調整前当期純利益 － 848

少数株主利益 145 150

当期純利益 1,143 697
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（訂正後） 

(単位：百万円)

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 26,140 26,520

売上原価 16,408 17,447

売上総利益 9,731 9,073

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 790 818

運賃 1,854 1,977

販売手数料 1,265 1,262

貸倒引当金繰入額 11 －

報酬及び給料手当 1,428 1,758

賞与引当金繰入額 61 51

退職給付費用 14 13

役員退職慰労引当金繰入額 2 50

減価償却費 228 239

雑費 1,373 1,413

販売費及び一般管理費合計 7,031 7,584

営業利益 2,699 1,488

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 － 64

固定資産賃貸料 49 84

デリバティブ収益 32 49

雑収入 59 56

営業外収益合計 146 259

営業外費用

支払利息 575 505

投資事業組合運用損 107 46

シンジケートローン手数料 94 113

雑損失 63 176

営業外費用合計 842 841

経常利益 2,004 906

特別利益

固定資産売却益 － 11

負ののれん発生益 － 86

関係会社出資金売却益 － 26

新株予約権戻入益 14 2

貸倒引当金戻入額 － 5

受取補償金 48 －

特別利益合計 62 132
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(単位：百万円)

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)

特別損失

固定資産売却損 － 4

固定資産除却損 55 6

投資有価証券評価損 3 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29

その他 － 2

特別損失合計 59 43

税金等調整前当期純利益 2,007 995

法人税、住民税及び事業税 919 225

過年度法人税等 △25 △41

法人税等調整額 △176 △40

法人税等合計 718 143

少数株主損益調整前当期純利益 － 851

少数株主利益 145 150

当期純利益 1,143 700
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 連結包括利益計算書

（訂正前）

(単位：百万円)

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 － 848

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △9

繰延ヘッジ損益 － 76

為替換算調整勘定 － △42

その他の包括利益合計 － 24

包括利益 － 873

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 716

少数株主に係る包括利益 － 157
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（訂正後） 

(単位：百万円)

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 － 851

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △9

繰延ヘッジ損益 － 76

為替換算調整勘定 － △46

その他の包括利益合計 － 20

包括利益 － 872

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 716

少数株主に係る包括利益 － 155
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（３）連結株主資本等変動計算書

（訂正前）

(単位：百万円)

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 1,605 1,605

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,605 1,605

資本剰余金

前期末残高 2,262 2,262

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,262 2,262

利益剰余金

前期末残高 3,383 4,212

当期変動額

剰余金の配当 △297 △374

当期純利益 1,143 697

自己株式の処分 △15 △45

連結範囲の変動 △1 －

当期変動額合計 828 278

当期末残高 4,212 4,490

自己株式

前期末残高 △1,365 △616

当期変動額

自己株式の処分 1,013 292

自己株式の取得 △264 △997

当期変動額合計 749 △704

当期末残高 △616 △1,321

株主資本合計

前期末残高 5,885 7,463

当期変動額

剰余金の配当 △297 △374

当期純利益 1,143 697

自己株式の処分 997 247

自己株式の取得 △264 △997

連結範囲の変動 △1 －

当期変動額合計 1,577 △426

当期末残高 7,463 7,037
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(単位：百万円)

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

その他有価証券評価差額金

前期末残高 18 △4

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△22 △9

当期変動額合計 △22 △9

当期末残高 △4 △13

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △212 △117

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

95 76

当期変動額合計 95 76

当期末残高 △117 △40

為替換算調整勘定

前期末残高 △105 △91

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

13 △48

当期変動額合計 13 △48

当期末残高 △91 △140

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △299 △212

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

86 18

当期変動額合計 86 18

当期末残高 △212 △194

新株予約権

前期末残高 38 34

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 25

当期変動額合計 △3 25

当期末残高 34 59

少数株主持分

前期末残高 186 188

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △9

当期変動額合計 2 △9

当期末残高 188 179
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(単位：百万円)

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)

純資産合計

前期末残高 5,811 7,474

当期変動額

剰余金の配当 △297 △374

当期純利益 1,143 697

自己株式の処分 997 247

自己株式の取得 △264 △997

連結範囲の変動 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 84 33

当期変動額合計 1,662 △392

当期末残高 7,474 7,081
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（訂正後） 

(単位：百万円)

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 1,605 1,605

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,605 1,605

資本剰余金

前期末残高 2,262 2,262

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,262 2,262

利益剰余金

前期末残高 3,383 4,212

当期変動額

剰余金の配当 △297 △374

当期純利益 1,143 700

自己株式の処分 △15 △45

連結範囲の変動 △1 －

当期変動額合計 828 280

当期末残高 4,212 4,493

自己株式

前期末残高 △1,365 △616

当期変動額

自己株式の処分 1,013 292

自己株式の取得 △264 △997

当期変動額合計 749 △704

当期末残高 △616 △1,321

株主資本合計

前期末残高 5,885 7,463

当期変動額

剰余金の配当 △297 △374

当期純利益 1,143 700

自己株式の処分 997 247

自己株式の取得 △264 △997

連結範囲の変動 △1 －

当期変動額合計 1,577 △423

当期末残高 7,463 7,039
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(単位：百万円)

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

その他有価証券評価差額金

前期末残高 18 △4

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△22 △9

当期変動額合計 △22 △9

当期末残高 △4 △13

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △212 △117

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

95 76

当期変動額合計 95 76

当期末残高 △117 △40

為替換算調整勘定

前期末残高 △105 △91

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

13 △51

当期変動額合計 13 △51

当期末残高 △91 △142

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △299 △212

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

86 15

当期変動額合計 86 15

当期末残高 △212 △197

新株予約権

前期末残高 38 34

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 25

当期変動額合計 △3 25

当期末残高 34 59

少数株主持分

前期末残高 186 188

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △9

当期変動額合計 2 △9

当期末残高 188 179
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(単位：百万円)

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)

純資産合計

前期末残高 5,811 7,474

当期変動額

剰余金の配当 △297 △374

当期純利益 1,143 700

自己株式の処分 997 247

自己株式の取得 △264 △997

連結範囲の変動 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 84 31

当期変動額合計 1,662 △392

当期末残高 7,474 7,081
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

(単位：百万円)

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 2,007 992

減価償却費及びその他の償却費 1,351 1,797

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28 △9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 25

固定資産除売却損益（△は益） 51 0

投資事業組合運用損益（△は益） 107 46

受取利息及び受取配当金 △6 △68

支払利息 575 505

売上債権の増減額（△は増加） △211 △172

たな卸資産の増減額（△は増加） △93 △1,250

仕入債務の増減額（△は減少） 98 442

未払消費税等の増減額（△は減少） 25 △178

その他 256 86

小計 4,175 2,212

利息及び配当金の受取額 6 5

利息の支払額 △578 △505

シンジケートローン手数料の支払額 △62 △226

法人税等の支払額 △105 △828

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,434 657

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △187 △103

定期預金の払戻による収入 134 176

有形固定資産の取得による支出 △512 △2,545

有形固定資産の売却による収入 － 34

関係会社出資金の払込による支出 △470 △292

無形固定資産の取得による支出 △12 △44

貸付けによる支出 △269 －

貸付金の回収による収入 283 15

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却
による収入

－ 239

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得
による支出

－ △402

その他 55 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △979 △2,948
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（訂正後） 

 
  

(単位：百万円)

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 2,007 995

減価償却費及びその他の償却費 1,351 1,797

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28 △9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 25

固定資産除売却損益（△は益） 51 0

投資事業組合運用損益（△は益） 107 46

受取利息及び受取配当金 △6 △68

支払利息 575 505

売上債権の増減額（△は増加） △211 △172

たな卸資産の増減額（△は増加） △93 △1,250

仕入債務の増減額（△は減少） 98 442

未払消費税等の増減額（△は減少） 25 △178

その他 256 84

小計 4,175 2,212

利息及び配当金の受取額 6 5

利息の支払額 △578 △505

シンジケートローン手数料の支払額 △62 △226

法人税等の支払額 △105 △828

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,434 657

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △187 △103

定期預金の払戻による収入 134 176

有形固定資産の取得による支出 △512 △2,545

有形固定資産の売却による収入 － 34

関係会社出資金の払込による支出 △470 △292

無形固定資産の取得による支出 △12 △44

貸付けによる支出 △269 －

貸付金の回収による収入 283 15

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却
による収入

－ 239

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得
による支出

－ △402

その他 55 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △979 △2,948
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４．連結財務諸表 
（7）連結財務諸表に関する注記事項 
 （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                      193 円 68 銭

１株当たり当期純利益金額                 32 円 20 銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額                 32 円 04 銭

 

当社は、平成 21 年４月１日付で株式１株につき 1.2 株

の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額                      156 円 25 銭

１株当たり当期純利益金額                  3 円 98 銭 

１株当たり純資産額                      189 円 03 銭

１株当たり当期純利益金額                 19 円 04 銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額                 18 円 93 銭

 

（注）１  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金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 

（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 (百万円) 1,143 697

  普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

  普通株式に係る当期純利益 (百万円) 1,143 697

  普通株式の期中平均株式数 (千株) 35,525 36,653

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

  当期純利益調整額 (百万円) － －

  普通株式増加数 (千株) 174 216

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１種類（新株予約

権の数 4,295 個）。 

種類  普通株式 
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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                      193 円 68 銭

１株当たり当期純利益金額                 32 円 20 銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額                 32 円 04 銭

 

当社は、平成 21 年４月１日付で株式１株につき 1.2 株

の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額                      156 円 25 銭

１株当たり当期純利益金額                  3 円 98 銭 

１株当たり純資産額                      189 円 03 銭

１株当たり当期純利益金額                 19 円 11 銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額                 19 円 00 銭

 

（注）１  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金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 

（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 (百万円) 1,143 700

  普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

  普通株式に係る当期純利益 (百万円) 1,143 700

  普通株式の期中平均株式数 (千株) 35,525 36,653

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

  当期純利益調整額 (百万円) － －

  普通株式増加数 (千株) 174 216

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１種類（新株予約

権の数 4,295 個）。 

種類  普通株式 

 

以  上 
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