
 

 

 
平成 24 年 11 月 2 日 

各      位 

会 社 名  株式会社夢真ホールディングス 

代表者名  代表取締役会長兼社長 佐藤 真吾 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２３６２） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役 矢島 英一 

電話 ０３－５９８１－０６７２ 

 

（訂正）「平成 24 年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 
 当社は，平成 24 年 10 月 31 日に発表した表記開示資料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。 
 訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には を付して表示してお

ります。 
 

記 
 
【訂正箇所】 
１．添付資料 1 ページ 

「○添付資料の目次」において、一部ページ数の誤りがございました。 
訂正前 訂正後 

４．連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・10 ４．連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・10 
 （７）追加情報・・・・・・・・・・・・・20  （７）追加情報・・・・・・・・・・・・・21 
 （８）連結財務諸表に関する注記事項・・・21  （８）連結財務諸表に関する注記事項・・・22 
 
２．添付資料 21 ページ 

「4．連結財務諸表（７）追加情報」の（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）文章内に

おいて、誤字（「年」とするところを「円」と記載）がございました。 

訂正前 訂正後 

当連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更

及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 

平成 21 円 12 月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第 24 号 平成 21 年 12 月４日）を適用してお

ります。 

当連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更

及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 

平成 21 年 12 月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第 24 号 平成 21 年 12 月４日）を適用してお

ります。 
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３．添付資料 26 ページ 

「4．連結財務諸表（８）連結財務諸表に関する注記事項」の（１株当たり情報）において会計期間及び会

計年度に誤りがございました。 
 

＜訂正前＞ 
    ２．１株当たり当期純利益金額 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 22 年９月１日 
至 平成 23 年 10 月 31 日） 

当連結会計年度 
(自 平成 23 年９月１日 
至 平成 24 年 10 月 31 日) 

 当期純利益金額(千円) 102,235 738,689 
 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 
 普通株式に係る当期純利益金額(千円) 102,235 738,689 
 普通株式の期中平均株式数(千株) 59,955 58,553 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 ― 

第１回新株予約権 
平成 24 年６月 28 日 
取締役会決議 
普通株式 2,970 千株 
新株予約権の数 2,970 個 
 
第２回新株予約権 
平成 24 年６月 28 日 
取締役会決議 
普通株式 2,270 千株 
新株予約権の数 2,270 個 
 
第３回新株予約権 
平成 24 年６月 28 日 
取締役会決議 
普通株式 1,840 千株 
新株予約権の数 1,840 個 

３．１株当たり純資産額 

項目 前連結会計年度 
(平成 23 年 10 月 31 日) 

当連結会計年度 
(平成 24 年 10 月 31 日) 

純資産の部の合計額(千円) 1,757,243 2,335,685 
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)   
(うち新株予約権) (3,142) (10,511) 
(うち少数株主持分) (193,321) (226,652) 
普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,560,779 2,098,521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

＜訂正後＞ 
２．１株当たり当期純利益金額 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成 22 年 10 月１日 
至 平成 23 年９月 30 日） 

当連結会計年度 
(自 平成 23 年 10 月１日 
至 平成 24 年９月 30 日) 

 当期純利益金額(千円) 102,235 738,689 
 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 
 普通株式に係る当期純利益金額(千円) 102,235 738,689 
 普通株式の期中平均株式数(千株) 59,955 58,553 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 ― 

第１回新株予約権 
平成 24 年６月 28 日 
取締役会決議 
普通株式 2,970 千株 
新株予約権の数 2,970 個 
 
第２回新株予約権 
平成 24 年６月 28 日 
取締役会決議 
普通株式 2,270 千株 
新株予約権の数 2,270 個 
 
第３回新株予約権 
平成 24 年６月 28 日 
取締役会決議 
普通株式 1,840 千株 
新株予約権の数 1,840 個 

３．１株当たり純資産額 

項目 前連結会計年度 
(平成 23 年９月 30 日) 

当連結会計年度 
(平成 24 年９月 30 日) 

純資産の部の合計額(千円) 1,757,243 2,335,685 
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)   
(うち新株予約権) (3,142) (10,511) 
(うち少数株主持分) (193,321) (226,652) 
普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,560,779 2,098,521 

 
 
 

以上 
 


