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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成15年６月30日に提出した第88期(自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日)の有価証券報告書

の記載事項の一部に誤りがあったので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するもの

である。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第１ 企業の概況 

  １ 主要な経営指標等の推移 

  

 第５ 経理の状況 

  １ 連結財務諸表等 

   (1) 連結財務諸表 

    注記事項 

     (１株当たり情報) 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示している。 

  



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  
(訂正前) 

  

  

回次 第84期 第85期 第86期 第87期 第88期

決算年月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月

(1) 連結経営指標等           

売上高 (百万円) 123,358 115,531 136,550 114,197 118,556

経常利益 (百万円) 1,970 3,687 6,135 220 2,171

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) △1,398 8,400 159 289 △3,230

純資産額 (百万円) 1,356 10,240 5,240 6,741 2,113

総資産額 (百万円) 210,961 205,278 169,166 155,156 139,011

１株当たり純資産額 (円) 13.38 101.03 51.69 66.50 20.85

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △13.80 82.90 1.58 2.85 △31.88

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 4.99 3.10 4.34 1.52

自己資本利益率 (％) ― 144.88 2.06 4.83 △72.98

株価収益率 (倍) ― 2.32 239.90 73.97 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― 5,580 3,506 △1,438 20,360

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― 5,710 △6,104 564 △2,814

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― △9,407 2,376 △3,397 △14,817

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) ― 14,042 13,907 10,344 12,659

従業員数 
(ほか、平均営業社員
数) 

(人) 
―
(―)

6,038
(1,090)

6,126
(1,038)

5,848 
(1,060)

6,124
(1,159)



(訂正後) 

  

  

回次 第84期 第85期 第86期 第87期 第88期

決算年月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月

(1) 連結経営指標等           

売上高 (百万円) 123,358 115,531 136,550 114,197 118,556

経常利益 (百万円) 1,970 3,687 6,135 220 2,171

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) △1,398 8,400 159 289 △3,230

純資産額 (百万円) 1,356 10,240 5,240 6,741 2,113

総資産額 (百万円) 210,961 205,278 169,166 155,156 139,011

１株当たり純資産額 (円) 13.38 101.03 51.69 66.50 20.85

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △13.80 82.90 1.58 2.85 △31.91

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 4.99 3.10 4.34 1.52

自己資本利益率 (％) ― 144.88 2.06 4.83 △72.98

株価収益率 (倍) ― 2.32 239.90 73.97 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― 5,580 3,506 △1,438 20,360

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― 5,710 △6,104 564 △2,814

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― △9,407 2,376 △3,397 △14,817

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) ― 14,042 13,907 10,344 12,659

従業員数 
(ほか、平均営業社員
数) 

(人) 
―
(―)

6,038
(1,090)

6,126
(1,038)

5,848 
(1,060)

6,124
(1,159)



第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 連結財務諸表 

注記事項 

(１株当たり情報) 

(訂正前) 

  

(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１株当たり純資産額 66.50円 １株当たり純資産額 20.85円

１株当たり当期純利益 2.85円 １株当たり当期純損失 31.88円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載していない。 

 当連結会計年度から「１株当たり当期純利益に関する

会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第４号)を適用している。 

 また、同会計基準及び適用指針を前連結会計年度にお

いて、従来と同様の方法によった場合の(１株当たり情

報)については、以下のとおりである。 

  １株当たり純資産額 66.47円

  １株当たり当期純利益 2.82円

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

――――― 当期純損失 3,230百万円

  普通株主に帰属しない金額 ―

  普通株式に係る当期純損失 3,230百万円

  普通株式の期中平均株式数 101,347,114株



(訂正後) 

  

(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１株当たり純資産額 66.50円 １株当たり純資産額 20.85円

１株当たり当期純利益 2.85円 １株当たり当期純損失 31.91円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載していない。 

 当連結会計年度から「１株当たり当期純利益に関する

会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第４号)を適用している。 

 また、同会計基準及び適用指針を前連結会計年度にお

いて、従来と同様の方法によった場合の(１株当たり情

報)については、以下のとおりである。 

  １株当たり純資産額 66.47円

  １株当たり当期純利益 2.82円

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

――――― 当期純損失 3,230百万円

  普通株主に帰属しない金額 3百万円

  普通株式に係る当期純損失 3,233百万円

  普通株式の期中平均株式数 101,347,114株


