
 

平成 26年５月 28日 

各  位 

会 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長   内 山 文 治 

（コード番号：6059、東証第二部） 

問合せ先 専務取締役経営企画室長  山 本 武 博  

（TEL．093-551-0002） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成26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 26 年５月９日に公表いたしました「平成26年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内

容につきまして、一部訂正すべき事項が生じましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所は

下線を付して表示しており、訂正後の数値データも送信いたします。  

 

 

記 

 

１. 訂正理由 

「平成26年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、税金計算の一部に修正すべき箇所があることから、

当該事項を訂正いたします。 

 

２. 訂正箇所一覧 

① 1.平成 26 年３月期の連結業績 （1）連結経営成績 （2）連結財政状態 

  2.配当の状況 

  3.平成27年３月期の連結業績予想 

② 1.経営成績・財政状態に関する分析 （1）経営成績に関する分析 （2）財務状態に関する分析 

③ 4.連結財務諸表 （1）連結貸借対照表 （2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（3）連結株主資本等変動計算書 

（5）連結財務諸表に関する注記事項（１株当たり情報） 

 

なお、訂正箇所は＿を付して表示しております。 
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① 

【訂正前】 

 
(百万円未満切捨て) 

１．平成 26年３月期の連結業績（平成 25年４月１日～平成 26年３月 31日） 

（１）連結経営成績 (％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 ％ 

26年３月期 21,758 9.0 2,120 9.4 2,411 24.6 2,075 50.7 

25年３月期 19,968 11.1 1,938 △3.5 1,935 △18.4 1,377 △24.4 
(注) 包括利益 26年３月期 2,087 百万円( 50.4 ％)  25年３月期 1,388 百万円( △24.0 ％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

26年３月期 106.79 106.54 16.8 8.6 9.7 

25年３月期 75.83 75.26 14.8 8.3 9.7 
(参考) 持分法投資損益 26年３月期 ― 百万円  25年３月期 ― 百万円 

 (注)  当社は、平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより前

連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株

当たり当期純利益を算定しております。 
  

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年３月期 30,642 14,166 46.2 655.32 

25年３月期 25,522 10,540 41.3 568.81 

(参考) 自己資本 26年３月期 14,166 百万円  25年３月期 10,540 百万円 

 (注)  当社は、平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより前

連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。 
  

  

  

２．配当の状況 

 

年間配当金 配当金総

額 

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産 

配当率 

(連結) 
第１四半期

末 

第２四半期

末 

第３四半期

末 
期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

25年３月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 184 13.2 1.8 

26年３月期 ― 20.00 ― 5.00 25.00 200 9.4 1.6 

27年３月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00  17.1  

 (注) 当社は、平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、平成 25 年

３月期及び平成 26 年３月期の第２四半期末配当金については、当該株式分割前の実績を記載しておりま

す。なお、平成 26年３月期の期末配当金は当該株式分割後で記載しております。これらの株式分割の影響を

調整した場合の期末配当金については、後述の「株式分割に伴う配当の状況の遡及修正」をご覧ください。 
 

 

 

３．平成 27年３月期の連結業績予想（平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日） 
 

 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期(累計) 11,975 12.6 1,068 △3.5 1,030 △15.4 536 △62.2 24.82 

通 期 24,550 12.8 2,391 12.8 2,313 △4.1 1,241 △40.2 57.44 
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【訂正後】 

 
(百万円未満切捨て) 

１．平成 26年３月期の連結業績（平成 25年４月１日～平成 26年３月 31日） 

（１）連結経営成績 (％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 ％ 

26年３月期 21,758 9.0 2,120 9.4 2,411 24.6 2,217 61.0 

25年３月期 19,968 11.1 1,938 △3.5 1,935 △18.4 1,377 △24.4 
(注) 包括利益 26年３月期 2,229 百万円( 60.6 ％)  25年３月期 1,388 百万円( △24.0 ％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

26年３月期 114.10 113.83 17.8 8.6 9.7 

25年３月期 75.83 75.26 14.8 8.3 9.7 

(参考) 持分法投資損益 26年３月期 ― 百万円  25年３月期 ― 百万円 

 (注)  当社は、平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより前

連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株

当たり当期純利益を算定しております。 
  

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年３月期 30,642 14,309 46.7 661.89 

25年３月期 25,522 10,540 41.3 568.81 

(参考) 自己資本 26年３月期 14,309 百万円  25年３月期 10,540 百万円 

 (注)  当社は、平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより前

連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。 
  

  

  

２．配当の状況 

 

年間配当金 配当金総

額 

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産 

配当率 

(連結) 
第１四半期

末 

第２四半期

末 

第３四半期

末 
期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

25年３月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 184 13.2 1.8 

26年３月期 ― 20.00 ― 5.00 25.00 200 8.8 1.6 

27年３月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00  17.1  

 (注) 当社は、平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、平成 25 年

３月期及び平成 26 年３月期の第２四半期末配当金については、当該株式分割前の実績を記載しておりま

す。なお、平成 26年３月期の期末配当金は当該株式分割後で記載しております。これらの株式分割の影響を

調整した場合の期末配当金については、後述の「株式分割に伴う配当の状況の遡及修正」をご覧ください。 
 

 

 

３．平成 27年３月期の連結業績予想（平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日） 
 

 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期(累計) 11,975 12.6 1,068 △3.5 1,030 △15.4 536 △62.2 24.82 

通 期 24,550 12.8 2,391 12.8 2,313 △4.1 1,241 △44.0 57.44 
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②（２・３ぺージ） 

【訂正前】 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

〈省略〉  

この結果、当連結会計年度の売上高は21,758,577千円（前年同期比9.0％増）、営業利益は2,120,001千円

（同9.4％増）、経常利益は2,411,275千円（同24.6％増）、当期純利益は2,075,461千円（同50.7％増）となりま

した。 

〈省略〉  

また事業間のシナジーの最大化を求め、引き続きケータリングサービスなどを行うとともに、新た

な取り組みを検討し実践することで、企業の特性を確立し、顧客及び入居者等の支持を得て行く方

針であります。通期の連結業績の見通しといたしましては、売上高は24,550,370千円（当連結会計

年度比12.8％増）、営業利益は2,391,885千円（同12.8％増）、経常利益は2,313,142千円（同4.1％

減）、当期純利益は1,241,741千円（同40.2％減）を見込んでおります。 

 

【訂正後】 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

〈省略〉  

この結果、当連結会計年度の売上高は21,758,577千円（前年同期比9.0％増）、営業利益は2,120,001千円

（同9.4％増）、経常利益は2,411,275千円（同24.6％増）、当期純利益は2,217,506千円（同61.0％増）となりま

した。 

〈省略〉  

また事業間のシナジーの最大化を求め、引き続きケータリングサービスなどを行うとともに、新た

な取り組みを検討し実践することで、企業の特性を確立し、顧客及び入居者等の支持を得て行く方

針であります。通期の連結業績の見通しといたしましては、売上高は24,550,370千円（当連結会計

年度比12.8％増）、営業利益は2,391,885千円（同12.8％増）、経常利益は2,313,142千円（同4.1％

減）、当期純利益は1,241,741千円（同44.0％減）を見込んでおります。 

 

（４・５ページ） 

【訂正前】 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

〈省略〉 

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ1,493,155千円増加し、16,475,748

千円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末より984,386千円増加し、7,422,430千円となりました。主な要因

は、短期借入金が159,350千円、１年内返済予定の長期借入金が605,620千円増加したことによるも

のです。 
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〈省略〉 

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末より3,626,582千円増加し、14,166,972

千円となりました。主な要因は、新株の発行に伴う資本金及び資本剰余金の増加並びに当期純利益

の計上による利益剰余金の増加によるものです。 

この結果、自己資本比率は46.2％となりました。 

〈省略〉 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 

自己資本比率 36.0 37.7 41.3 46.2 

〈省略〉 

 

 

【訂正後】 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

〈省略〉 

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ1,351,111千円増加し、16,333,704

千円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末より842,342千円増加し、7,280,386千円となりました。主な要因

は、短期借入金が159,350千円、１年内返済予定の長期借入金が605,620千円増加したことによるも

のです。 

〈省略〉 

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末より3,768,626千円増加し、14,309,016

千円となりました。主な要因は、新株の発行に伴う資本金及び資本剰余金の増加並びに当期純利益

の計上による利益剰余金の増加によるものです。 

この結果、自己資本比率は46.7％となりました。 

〈省略〉 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 

自己資本比率 36.0 37.7 41.3 46.7 

〈省略〉 
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③（22ページ） 

【訂正前】 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 319,466 325,012 

  短期借入金 1,303,650 1,463,000 

  1年内返済予定の長期借入金 1,889,574 2,495,194 

  1年内償還予定の社債 35,000 35,000 

  リース債務 2,323 2,323 

  未払法人税等 760,418 837,776 

  賞与引当金 142,173 156,630 

  ポイント引当金 235,897 234,004 

  株主優待引当金 - 11,105 

  その他 1,749,539 1,862,384 

  流動負債合計 6,438,043 7,422,430 

  〈省略〉   

 負債合計 14,982,593 16,475,748 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,360,519 2,222,935 

  資本剰余金 1,814,476 2,676,892 

  利益剰余金 7,361,992 9,252,149 

  自己株式 △42 △237 

  株主資本合計 10,536,945 14,151,739 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,974 15,232 

  繰延ヘッジ損益 △1,529 - 

  その他の包括利益累計額合計 3,444 15,232 

 純資産合計 10,540,389 14,166,972 

負債純資産合計 25,522,983 30,642,721 
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【訂正後】 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 319,466 325,012 

  短期借入金 1,303,650 1,463,000 

  1年内返済予定の長期借入金 1,889,574 2,495,194 

  1年内償還予定の社債 35,000 35,000 

  リース債務 2,323 2,323 

  未払法人税等 760,418 695,732 

  賞与引当金 142,173 156,630 

  ポイント引当金 235,897 234,004 

  株主優待引当金 - 11,105 

  その他 1,749,539 1,862,384 

  流動負債合計 6,438,043 7,280,386 

  〈省略〉   

 負債合計 14,982,593 16,333,704 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,360,519 2,222,935 

  資本剰余金 1,814,476 2,676,892 

  利益剰余金 7,361,992 9,394,193 

  自己株式 △42 △237 

  株主資本合計 10,536,945 14,293,784 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,974 15,232 

  繰延ヘッジ損益 △1,529 - 

  その他の包括利益累計額合計 3,444 15,232 

 純資産合計 10,540,389 14,309,016 

負債純資産合計 25,522,983 30,642,721 
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(23ページ) 

【訂正前】 

（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 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

〈省略〉   

法人税、住民税及び事業税 1,338,225 1,420,165 

法人税等調整額 △148,721 81,138 

法人税等合計 1,189,504 1,501,303 

少数株主損益調整前当期純利益 1,377,369 2,075,461 

当期純利益 1,377,369 2,075,461 

 

【訂正後】 

（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 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

〈省略〉   

法人税、住民税及び事業税 1,338,225 1,278,121 

法人税等調整額 △148,721 81,138 

法人税等合計 1,189,504 1,359,259 

少数株主損益調整前当期純利益 1,377,369 2,217,506 

当期純利益 1,377,369 2,217,506 

 

(24ページ) 

【訂正前】 

連結包括利益計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,377,369 2,075,461 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 8,056 10,258 

 繰延ヘッジ損益 2,803 1,529 

 その他の包括利益合計 10,859 11,788 

包括利益 1,388,228 2,087,250 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 1,388,228 2,087,250 

 少数株主に係る包括利益 - - 
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【訂正後】 

連結包括利益計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,377,369 2,217,506 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 8,056 10,258 

 繰延ヘッジ損益 2,803 1,529 

 その他の包括利益合計 10,859 11,788 

包括利益 1,388,228 2,229,294 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 1,388,228 2,229,294 

 少数株主に係る包括利益 - - 
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(26ページ) 

【訂正前】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

   当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

(単位：千円) 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,360,519 1,814,476 7,361,992 △42 10,536,945 

当期変動額           

新株の発行 861,876 861,876     1,723,752 

新株の発行（新
株 
予約権の行使） 

540 540     1,080 

剰余金の配当     △185,305   △185,305 

当期純利益     2,075,461   2,075,461 

自己株式の取得       △194 △194 

株主資本以外の
項目 
の当期変動額
（純額) 

          

当期変動額合計 862,416 862,416 1,890,156 △194 3,614,794 

当期末残高 2,222,935 2,676,892 9,252,149 △237 14,151,739 

 

 

  

その他の包括利益累計額 

純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 繰延ヘッジ損益 

その他の包括利
益 

累計額合計 

当期首残高 4,974 △1,529 3,444 10,540,389 

当期変動額         

新株の発行       1,723,752 

新株の発行（新
株 
予約権の行使） 

      1,080 

剰余金の配当       △185,305 

当期純利益       2,075,461 

自己株式の取得       △194 

株主資本以外の
項目 
の当期変動額
（純額) 

10,258 1,529 11,788 11,788 

当期変動額合計 10,258 1,529 11,788 3,626,582 

当期末残高 15,232 - 15,232 14,166,972 
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【訂正後】 

（３）連結株主資本等変動計算書 

   当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

(単位：千円) 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,360,519 1,814,476 7,361,992 △42 10,536,945 

当期変動額           

新株の発行 861,876 861,876     1,723,752 

新株の発行（新
株 
予約権の行使） 

540 540     1,080 

剰余金の配当     △185,305   △185,305 

当期純利益     2,217,506   2,217,506 

自己株式の取得       △194 △194 

株主資本以外の
項目 
の当期変動額
（純額) 

          

当期変動額合計 862,416 862,416 2,032,200 △194 3,756,838 

当期末残高 2,222,935 2,676,892 9,394,193 △237 14,293,784 

 

 

  

その他の包括利益累計額 

純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 繰延ヘッジ損益 

その他の包括利
益 

累計額合計 

当期首残高 4,974 △1,529 3,444 10,540,389 

当期変動額         

新株の発行       1,723,752 

新株の発行（新
株 
予約権の行使） 

      1,080 

剰余金の配当       △185,305 

当期純利益       2,217,506 

自己株式の取得       △194 

株主資本以外の
項目 
の当期変動額
（純額) 

10,258 1,529 11,788 11,788 

当期変動額合計 10,258 1,529 11,788 3,768,626 

当期末残高 15,232 - 15,232 14,309,016 
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(35ページ) 

【訂正前】 

(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自  平成24年4月1日 
至  平成25年3月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年4月1日 
至  平成26年3月31日) 

１株当たり純資産額 568円81銭 655円32銭 

１株当たり当期純利益金額 75円83銭 106円79銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 75円26銭 106円54銭 

（注）１ 当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期

純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

２ 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。 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成24年4月1日 
至  平成25年3月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年4月1日 
至  平成26年3月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 1,377,369 2,075,461 

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(千円) 1,377,369 2,075,461 

普通株式の期中平均株式数(株) 18,163,439 19,435,374 

   

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(千円) ― ― 

普通株式増加数(株) 139,211 45,521 

(うち新株予約権(株)) (139,211) (45,521) 

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 

― ― 

３ １株当たり純資産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 当連結会計年度 
(平成25年３月31日) (平成26年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 10,540,389 14,166,972 

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) (―) (―) 

(うち少数株主持分) (―) (―) 

普通株式に係る期末の純資産額
(千円) 

10,540,389 14,166,972 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた期末の普通株式の数(株) 

18,530,660 21,618,424 
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【訂正後】 

(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自  平成24年4月1日 
至  平成25年3月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年4月1日 
至  平成26年3月31日) 

１株当たり純資産額 568円81銭 661円89銭 

１株当たり当期純利益金額 75円83銭 114円10銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 75円26銭 113円83銭 

（注）１ 当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期

純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

２ 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。 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成24年4月1日 
至  平成25年3月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成25年4月1日 
至  平成26年3月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 1,377,369 2,217,506 

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(千円) 1,377,369 2,217,506 

普通株式の期中平均株式数(株) 18,163,439 19,435,374 

   

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(千円) ― ― 

普通株式増加数(株) 139,211 45,521 

(うち新株予約権(株)) (139,211) (45,521) 

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 

― ― 

３ １株当たり純資産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 当連結会計年度 
(平成25年３月31日) (平成26年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 10,540,389 14,309,016 

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) (―) (―) 

(うち少数株主持分) (―) (―) 

普通株式に係る期末の純資産額
(千円) 

10,540,389 14,309,016 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた期末の普通株式の数(株) 

18,530,660 21,618,424 

 

以上 
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