
 

 
 

平成 29 年 11 月 9 日 
 

各   位 
 

会 社 名 株式会社 有沢製作所 
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太 
（コード番号：５２０８  東証第一部） 
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史 
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１） 

 
（訂正）「平成 26 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 
 

当社は、平成 26 年 5 月 8 日に開示いたしました「平成 26 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」

の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。 
なお、訂正箇所には下線を付してあります。 

 
記 

 
１．訂正の理由 
  訂正の理由につきましては、平成 29 年 10 月 25 日公表の「過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の

判明のお知らせ」をご参照ください。 

 

２．訂正の内容 
 （サマリ－情報） 

 （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 
 
 （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 ％

26 年 3 月期 30,232 12.0 986 － 2,730 126.3 4,106 348.6
25 年 3 月期 26,999 △3.0 △173 － 1,206 － 915 －

（注）包括利益  26 年 3 月期 7,719 百万円（215.4%）  25 年 3 月期 2,447 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 ％ ％ ％

26 年 3 月期 117.22 116.55 10.6 4.7 3.3
25 年 3 月期 26.16 26.14 2.6 2.6 △0.6
（参考）持分法投資損益 26 年 3 月期 1,163 百万円 25 年 3 月期 941 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 ％

26 年 3 月期 30,232 12.0 986 － 2,730 126.3 4,025 387.6
25 年 3 月期 26,999 △3.0 △156 － 1,233 － 844 62.5
（注）包括利益  26 年 3 月期 7,638 百万円（222.3%）  25 年 3 月期 2,369 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 ％ ％ ％

26 年 3 月期 114.91 114.26 10.6 4.7 3.3
25 年 3 月期 24.12 24.10 2.5 2.6 △0.6
（参考）持分法投資損益 26 年 3 月期 1,163 百万円 25 年 3 月期 941 百万円 
 
（2）連結財政状態 
 
  （訂正前） 
 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 58,286 44,492 72.1 1,195.81
25 年 3 月期 48,751 37,359 72.8 1,014.33
（参考） 自己資本 26 年 3 月期 42,004 百万円  25 年 3 月期 35,495 百万円 
 

（訂正後） 
 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 58,286 43,848 71.0 1,177.47
25 年 3 月期 48,659 36,712 71.7 997.35
（参考） 自己資本 26 年 3 月期 41,360 百万円  25 年 3 月期 34,901 百万円 
 
 
2. 配当の状況 

 
（訂正前） 

 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 － － － 8.00 8.00 279 30.6 0.8
26 年 3 月期 － － － 25.00 25.00 878 21.3 2.3
27 年 3 月期 
（予想） 

－ － － － －  －  

 
（訂正後） 

 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 － － － 8.00 8.00 279 33.2 0.8
26 年 3 月期 － － － 25.00 25.00 878 21.8 2.2
27 年 3 月期 
（予想） 

－ － － － －  －  

 



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） 
 
（訂正前） 

（％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） 16,900 9.4 750 30.2 1,100 △20.2 3,100 334.4 88.24
通期 32,900 8.8 1,450 47.0 2,050 △24.9 3,600 △12.3 102.47
 

（訂正後） 
（％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） 16,900 9.4 750 30.2 1,100 △20.2 3,100 366.6 88.24
通期 32,900 8.8 1,450 47.0 2,050 △24.9 3,600 △10.6 102.47

 
 
 

（添付資料） 
 
１．経営成績 

 
（訂正前） 

(1) 経営成績に関する分析 
当連結会計年度（以下「当期」という）におけるわが国経済は、政府による経済政策や日本銀行に

よる金融政策の効果などを背景に円安及び株価の上昇によって、緩やかに持ち直しの傾向が見られま

したが、欧州での景気低迷が依然続いていることや中国経済の成長鈍化による世界経済の減速もあり、

先行きが不透明な状況で推移いたしました。 
このような状況のもと、当社グループの業績は電子材料分野の売上が回復したことに加え、産業用

構造材料の売上が伸びたことにより、前期より改善しております。また、当期純利益は平成 25 年 12
月 17 日に発表しました投資有価証券売却益の計上に加え、平成 26 年 5 月 7 日発表の投資有価証券売

却益計上に伴う繰延税金資産計上により、大幅に増加しております。 
当期の業績は、売上高 302 億 32 百万円（前期比 12.0%増）、営業利益 9 億 86 百万円（前期は 17 億

30 百万円の損失）、経常利益 27 億 30 百万円（前期比 126.3%増）、当期純利益 41 億 6 百万円（前期

比 348.6％の増）となりました。 
 
（訂正後） 

(1) 経営成績に関する分析 
当連結会計年度（以下「当期」という）におけるわが国経済は、政府による経済政策や日本銀行に

よる金融政策の効果などを背景に円安及び株価の上昇によって、緩やかに持ち直しの傾向が見られま

したが、欧州での景気低迷が依然続いていることや中国経済の成長鈍化による世界経済の減速もあり、

先行きが不透明な状況で推移いたしました。 
このような状況のもと、当社グループの業績は電子材料分野の売上が回復したことに加え、産業用

構造材料の売上が伸びたことにより、前期より改善しております。また、当期純利益は平成 25 年 12
月 17 日に発表しました投資有価証券売却益の計上に加え、平成 26 年 5 月 7 日発表の投資有価証券売

却益計上に伴う繰延税金資産計上により、大幅に増加しております。 
当期の業績は、売上高 302 億 32 百万円（前期比 12.0%増）、営業利益 9 億 86 百万円（前期は 17 億

30 百万円の損失）、経常利益 27 億 30 百万円（前期比 126.3%増）、当期純利益 40 億 25 百万円（前期

比 387.6％の増）となりました。 
  
 
 
 
 



 （訂正前） 
(2) 財政状態に関する分析 
（資産、負債、純資産の状況に関する分析） 
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 95 億 34 百万円増加し 582 億 86 百万円と

なりました。これは、主に現金及び預金が 34 億 66 百万円、受取手形及び売掛金 10 億 67 百万円、投

資有価証券が 26 億 26 百万円増加したことによります。 
負債合計は、前連結会計年度末に比べ 24 億円増加し 137 億 93 百万円となりました。これは、主に

短期借入金 9 億 37 百万円と繰延税金負債が 12 億 14 百万円増加したことによります。 
純資産は、前連結会計年度末に比較して 71 億 33 百万円増加しました。これは、主に利益剰余金と

有価証券評価差額金が増加したことによります。 
 
（訂正後） 

(2) 財政状態に関する分析 
（資産、負債、純資産の状況に関する分析） 
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 95 億 34 百万円増加し 582 億 86 百万円と

なりました。これは、主に現金及び預金が 34 億 66 百万円、受取手形及び売掛金 10 億 67 百万円、投

資有価証券が 26 億 26 百万円増加したことによります。 
負債合計は、前連結会計年度末に比べ 24 億 81 百万円増加し 144 億 37 百万円となりました。これ

は、主に短期借入金 9 億 37 百万円と繰延税金負債が 13 億円増加したことによります。 
純資産は、前連結会計年度末に比較して 70 億 53 百万円増加しました。これは、主に利益剰余金と

有価証券評価差額金が増加したことによります。 
 
 
（キャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 
（訂正前） 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 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（％） 71.9 72.8 72.1
時価ベースの自己資本比率（％） 24.9 22.0 33.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 5.3 2.6 1.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.3 19.3 30.1

 
（訂正後） 

 
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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（％） 70.9 71.7 71.0
時価ベースの自己資本比率（％） 24.9 22.0 33.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 5.3 2.6 1.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.3 19.3 30.1

 
 



４．連結財務諸表 

（１）連結財務諸表 

 

  （訂正前） 

 (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) 

（省略） 
負債の部 

（省略） 
固定負債 

長期借入金 ※２ 1,680,636 ※２ 1,277,647

リース債務 127,538 116,947

繰延税金負債 673,931 1,881,250

退職給付引当金 65,543 －

退職給付に係る負債 － 25,235

資産除去債務 54,343 59,196

負ののれん 55,283 18,367

その他 42,351 51,040

固定負債合計 2,699,629 3,429,686

負債合計 11,392,878 13,793,634

純資産の部 
株主資本 

資本金 7,117,259 7,153,623

資本剰余金 6,229,282 6,265,645

利益剰余金 21,677,880 25,027,592

自己株式 △1,795 △2,100

株主資本合計 35,022,626 38,444,760

その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額金 757,124 2,979,753

為替換算調整勘定 △284,168 449,054

退職給付に係る調整累計額 － 131,309

その他の包括利益累計額合計 472,955 3,560,117

新株予約権 167,565 145,742

少数株主持分 1,695,966 2,342,263

純資産合計 37,359,113 44,492,883

負債純資産合計 48,751,992 58,286,518



  （訂正後） 

 (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) 

（省略） 
負債の部 

（省略） 
固定負債 

長期借入金 ※２ 1,680,636 ※２ 1,277,647

リース債務 127,538 116,947

繰延税金負債 1,237,184 2,525,250

退職給付引当金 65,543 －

退職給付に係る負債 － 25,235

資産除去債務 54,343 59,196

負ののれん 55,283 18,367

その他 42,351 51,040

固定負債合計 3,262,882 4,073,686

負債合計 11,956,130 14,437,634

純資産の部 
株主資本 

資本金 7,117,259 7,153,623

資本剰余金 6,229,282 6,265,645

利益剰余金 21,114,628 24,383,592

自己株式 △1,795 △2,100

株主資本合計 34,459,374 37,800,760

その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額金 757,124 2,979,753

為替換算調整勘定 △284,168 449,054

退職給付に係る調整累計額 － 131,309

その他の包括利益累計額合計 472,955 3,560,117

新株予約権 167,565 145,742

少数株主持分 1,695,966 2,342,263

純資産合計 36,795,861 43,848,884

負債純資産合計 48,751,992 58,286,518



（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：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） 
税金等調整前当期純利益 1,235,952 4,023,806

法人税、住民税及び事業税 173,297 401,144

法人税等調整額 △2,680 △836,199

法人税等合計 170,617 △435,055

少数株主損益調整前当期純利益 1,065,334 4,458,861

少数株主利益 149,868 352,168

当期純利益 915,466 4,106,693

 

  （訂正後） 

 (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） 
税金等調整前当期純利益 1,235,952 4,023,806

法人税、住民税及び事業税 173,297 401,144

法人税等調整額 87,177 △755,452

法人税等合計 260,475 △354,308

少数株主損益調整前当期純利益 975,476 4,378,114

少数株主利益 149,868 352,168

当期純利益 825,608 4,025,945

 

 



（連結包括利益計算書） 

 

  （訂正前） 

 （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 1,065,334 4,458,861

その他の包括利益 
その他有価証券評価差額金 381,355 2,226,550

為替換算調整勘定 538,394 730,450

持分法適用会社に対する持分相当額 462,180 303,276

その他の包括利益合計 ※ 1,381,930 ※ 3,260,277

包括利益 2,447,265 7,719,139

（内訳） 
親会社株主に係る包括利益 2,063,683 7,062,545

少数株主に係る包括利益 383,582 656,594

 

  （訂正後） 

 （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 975,476 4,378,114

その他の包括利益 
その他有価証券評価差額金 381,355 2,226,550

為替換算調整勘定 538,394 730,450

持分法適用会社に対する持分相当額 462,180 303,276

その他の包括利益合計 ※ 1,381,930 ※ 3,260,277

包括利益 2,357,407 7,638,392

（内訳） 
親会社株主に係る包括利益 1,973,825 6,981,797

少数株主に係る包括利益 383,582 656,594

 



（３）連結株主資本等変動計算書 

 

  （訂正前） 

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） 

(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 7,117,259 6,229,282 20,848,841 △1,655 34,193,727

会計方針の変更による累積的

影響額  88,670  88,670

会計方針の変更を反映した当

期首残高 7,117,259 6,229,282 20,937,511 △1,655 34,282,398

当期変動額   

新株の発行   

剰余金の配当  △175,097  △175,097

当期純利益  915,466  915,466

自己株式の取得  △140 △140

持分法の適用範囲の変動   

連結子会社の増資による持

分の増減   

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計 － － 740,369 △140 740,228

当期末残高 7,117,259 6,229,282 21,677,880 △1,795 35,022,626

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

 
その他有価証

券評価差額金 
為替換算調整勘

定 
退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合

計 

当期首残高 371,836 △1,000,912 － △629,076 230,542 1,246,402 35,041,595

会計方針の変更による累積的

影響額  △46,185 △46,185  53,356 95,841

会計方針の変更を反映した当

期首残高 371,836 △1,047,097 － △675,261 230,542 1,299,758 35,137,437

当期変動額    

新株の発行    

剰余金の配当    △175,097

当期純利益    915,466

自己株式の取得    △140

持分法の適用範囲の変動    

連結子会社の増資による持

分の増減    

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 385,287 762,929 － 1,148,217 △62,977 396,207 1,481,447

当期変動額合計 385,287 762,929 － 1,148,217 △62,977 396,207 2,221,676

当期末残高 757,124 △284,168 － 472,955 167,565 1,695,966 37,359,113



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 7,117,259 6,229,282 21,677,880 △1,795 35,022,626

当期変動額   

新株の発行 36,363 36,363  72,727

剰余金の配当  △265,475  △265,475

当期純利益  4,106,693  4,106,693

自己株式の取得  △305 △305

持分法の適用範囲の変動  △487,334  △487,334

連結子会社の増資による持

分の増減  △4,170  △4,170

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計 36,363 36,363 3,349,711 △305 3,422,133

当期末残高 7,153,623 6,265,645 25,027,592 △2,100 38,444,760

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

 
その他有価証

券評価差額金 
為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合

計 

当期首残高 757,124 △284,168 － 472,955 167,565 1,695,966 37,359,113

当期変動額    

新株の発行    72,727

剰余金の配当    △265,475

当期純利益    4,106,693

自己株式の取得    △305

持分法の適用範囲の変動    △487,334

連結子会社の増資による持

分の増減    △4,170

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 2,222,629 733,222 131,309 3,087,161 △21,822 646,297 3,711,636

当期変動額合計 2,222,629 733,222 131,309 3,087,161 △21,822 646,297 7,133,769

当期末残高 2,979,753 449,054 131,309 3,560,117 145,742 2,342,263 44,492,883



  （訂正後） 

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） 

(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 7,117,259 6,229,282 20,375,447 △1,655 33,720,333

会計方針の変更による累積的

影響額  88,670  88,670

会計方針の変更を反映した当

期首残高 7,117,259 6,229,282 20,464,117 △1,655 33,809,003

当期変動額   

新株の発行   

剰余金の配当  △175,097  △175,097

当期純利益  825,608  825,608

自己株式の取得  △140 △140

持分法の適用範囲の変動   

連結子会社の増資による持

分の増減   

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計 － － 650,511 △140 650,370

当期末残高 7,117,259 6,229,282 21,114,628 △1,795 34,459,374

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

 
その他有価証

券評価差額金 
為替換算調整勘

定 
退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合

計 

当期首残高 371,836 △1,000,912 － △629,076 230,542 1,246,402 34,568,201

会計方針の変更による累積的

影響額  △46,185 △46,185  53,356 95,841

会計方針の変更を反映した当

期首残高 371,836 △1,047,097 － △675,261 230,542 1,299,758 34,664,043

当期変動額    

新株の発行    

剰余金の配当    △175,097

当期純利益    825,608

自己株式の取得    △140

持分法の適用範囲の変動    

連結子会社の増資による持

分の増減    

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 385,287 762,929 － 1,148,217 △62,977 396,207 1,481,447

当期変動額合計 385,287 762,929 － 1,148,217 △62,977 396,207 2,131,818

当期末残高 757,124 △284,168 － 472,955 167,565 1,695,966 36,795,861



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 7,117,259 6,229,282 21,114,628 △1,795 34,459,374

当期変動額   

新株の発行 36,363 36,363  72,727

剰余金の配当  △265,475  △265,475

当期純利益  4,025,945  4,025,945

自己株式の取得  △305 △305

持分法の適用範囲の変動  △487,334  △487,334

連結子会社の増資による持

分の増減  △4,170  △4,170

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）   

当期変動額合計 36,363 36,363 3,268,964 △305 3,341,386

当期末残高 7,153,623 6,265,645 24,383,592 △2,100 37,800,760

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

 
その他有価証

券評価差額金 
為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合

計 

当期首残高 757,124 △284,168 － 472,955 167,565 1,695,966 36,795,861

当期変動額    

新株の発行    72,727

剰余金の配当    △265,475

当期純利益    4,025,945

自己株式の取得    △305

持分法の適用範囲の変動    △487,334

連結子会社の増資による持

分の増減    △4,170

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 2,222,629 733,222 131,309 3,087,161 △21,822 646,297 3,711,636

当期変動額合計 2,222,629 733,222 131,309 3,087,161 △21,822 646,297 7,053,022

当期末残高 2,979,753 449,054 131,309 3,560,117 145,742 2,342,263 43,848,884



  

（５）連結財務諸表に関する注記 

（１株当たり情報） 

 

  （訂正前） 

 

 

 

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 1,014.33円 1,195.81円 

１株当たり当期純利益金額 26.16円 117.22円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 26.14円 116.55円 

（注）（省略） 

 

 

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   

当期純利益金額（千円） 915,466 4,106,693 

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） 915,466 4,106,693 

期中平均株式数（株） 34,994,488 35,035,244 

（省略）   

 

  （訂正後） 

 

 

 

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 998.23円 1,177.47円 

１株当たり当期純利益金額 23.59円 114.91円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 23.57円 114.26円 

（注）（省略） 

 

 

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   

当期純利益金額（千円） 825,608 4,025,945 

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） 825,608 4,025,945 

期中平均株式数（株） 34,994,488 35,035,244 

（省略）   

 

以上 


