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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19年３月28日に提出した第43期（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、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りま

す。 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

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） 

２ 財務諸表等 

(1）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＿線で示しております。 



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株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 583.71 円 

１株当たり当期純利益金額 5.91 円 

１株当たり純資産額 264.98 円 

１株当たり当期純利益金額 1.04 円 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま

しては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

きましては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  当社は、平成18年７月１日付をもって普通株式１株を

２株に分割しております。 

  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

以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 291.86 円 

１株当たり当期純利益金額 2.96 円 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当期純利益（千円） 13,699 5,063 

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） 13,699 5,063 

期中平均株式数（株） 2,318,571 4,852,000 

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４種類 

（新株予約権の数 1,900,000個） 

   なお、新株予約権の概要は「第 

 ４提出会社の状況、１株式等の状 

 況、（２）新株予約権等の状況」 

 に記載のとおりであります。 



（訂正後） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 583.71 円 

１株当たり当期純利益金額 5.91 円 

１株当たり純資産額 264.98 円 

１株当たり当期純利益金額 1.04 円 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま

しては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

きましては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  当社は、平成18年７月１日付をもって普通株式１株を

２株に分割しております。 

  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

以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 291.86 円 

１株当たり当期純利益金額 2.96 円 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当期純利益（千円） 13,699 5,063 

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） 13,699 5,063 

期中平均株式数（株） 2,318,571 4,852,000 

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 

           ────── 

①第1回新株予約権   

500,000株 

②第1回無担保転換社債型新株予約権

付社債  

508,700株 

③第2回無担保転換社債型新株予約権

付社債 

653,500株 

④第2回新株予約権 

300,000株 

   なお、新株予約権の概要は「第 

 ４提出会社の状況、１株式等の状 

 況、（２）新株予約権等の状況」 

 に記載のとおりであります。 



２【財務諸表等】 

（1）【財務諸表】 

注記事項 

（１株当たり情報） 

（訂正前） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 604.11 円 

１株当たり当期純利益金額 29.73 円 

１株当たり純資産額 180.17 円 

１株当たり当期純損失金額 93.97 円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 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、当期純損失のため記載しておりません。 

 当社は、平成18年７月１日付をもって普通株式１株に対

して普通株式２株の割合で株式分割を行いました。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については以下のと

おりであります。 

１株当たり純資産額 302.01 円 

１株当たり当期純利益金額 14.87 円 

 
前事業年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当期純利益 (△損失）（千円） 68,934 △455,946 

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（△損失）

（千円） 
68,934 △455,946 

期中平均株式数（株） 2,318,571 4,852,000 

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４種類 

（新株予約権の数 1,900,000個） 

  なお、新株予約権の概要は「第 

 ４提出会社の状況、１株式等の状 

 況、（２）新株予約権等の状況」 

 に記載のとおりであります。 



（訂正後） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 604.11 円 

１株当たり当期純利益金額 29.73 円 

１株当たり純資産額 180.17 円 

１株当たり当期純損失金額 93.97 円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 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、当期純損失のため記載しておりません。 

 当社は、平成18年７月１日付をもって普通株式１株に対

して普通株式２株の割合で株式分割を行いました。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については以下のと

おりであります。 

１株当たり純資産額 302.01 円 

１株当たり当期純利益金額 14.87 円 

 
前事業年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当期純利益 (△損失）（千円） 68,934 △455,946 

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（△損失）

（千円） 
68,934 △455,946 

期中平均株式数（株） 2,318,571 4,852,000 

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  

       ────── 

①第1回新株予約権   

500,000株 

②第1回無担保転換社債型新株予約権

付社債  

508,700株 

③第2回無担保転換社債型新株予約権

付社債 

653,500株 

④第2回新株予約権 

300,000株 

  なお、新株予約権の概要は「第 

 ４提出会社の状況、１株式等の状 

 況、（２）新株予約権等の状況」 

 に記載のとおりであります。 
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