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１【上場申請のための有価証券報告書の訂正事項分の提出理由】 

 平成24年１月31日付をもって提出した上場申請のための有価証券報告書の記載事項のうち、第29期事業年度の第２四

半期会計期間（平成23年11月１日から平成24年１月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成23年８月１日から平成24

年１月31日まで）の業績の概要を「第一部 企業情報 第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (3）その他」に記載する

ため、並びに「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、上場申請のための有価

証券報告書の訂正事項分を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

頁 

第一部 企業情報 ………………………………………………………………………………………………………… 1 

第５ 経理の状況 ……………………………………………………………………………………………………… 1 

１ 財務諸表等 …………………………………………………………………………………………………… 1 

(3）その他 ……………………………………………………………………………………………………… 1 

第四部 株式公開情報 …………………………………………………………………………………………………… 6 

第３ 株主の状況 ……………………………………………………………………………………………………… 6 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。 

 （ただし、「第一部 企業情報 第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (3）その他」については＿＿＿罫を省略して

おります。） 

  

2012/02/14 10:34:5212825660_訂正公開申請書類（Ⅰの部）_20120214103345



  （訂正前） 

 該当事項はありません。 

  

  （訂正後） 

最近の経営成績及び財政状態の概況 

 第29期事業年度の第２四半期会計期間（平成23年11月１日から平成24年１月31日まで）及び第２四半期累計

期間（平成23年８月１日から平成24年１月31日まで）の業績の概要は次のとおりであります。 

 なお、この業績の概要は「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第63号）に基づいて作成しておりますが、株式会社大阪証券取引所の「ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規

程」第４条第７項の規定に基づく四半期レビューは未了であり四半期レビュー報告書は受領しておりません。

  

第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【財務諸表等】

（３）【その他】
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①【四半期財務諸表】

イ【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

        
当第２四半期会計期間
（平成24年１月31日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 803,216

  売掛金 516,292

  有価証券 711,783

  商品及び製品 92,299

  仕掛品 36,105

  原材料及び貯蔵品 80,816

  その他 152,521

  貸倒引当金 △8,991

  流動資産合計 2,384,044

 固定資産 

  有形固定資産 292,601

  無形固定資産 186,889

  投資その他の資産 

   保険積立金 351,662

   その他 272,628

   投資その他の資産合計 624,290

  固定資産合計 1,103,781

 資産合計 3,487,825

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 122,451

  未払法人税等 70,300

  賞与引当金 27,888

  役員賞与引当金 8,600

  ポイント引当金 17,082

  その他 242,610

  流動負債合計 488,932

 固定負債 

  退職給付引当金 20,940

  その他 189,418

  固定負債合計 210,358

 負債合計 699,290
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（単位：千円）

      
当第２四半期会計期間
（平成24年１月31日） 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 180,000

  資本剰余金 150,000

  利益剰余金 2,458,184

  株主資本合計 2,788,184

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 350

  評価・換算差額等合計 350

 純資産合計 2,788,535

負債純資産合計 3,487,825
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ロ【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

    
当第２四半期累計期間

（自 平成23年８月１日 
至 平成24年１月31日） 

売上高 2,282,418

売上原価 576,153

売上総利益 1,706,265

販売費及び一般管理費 

 広告宣伝費 753,013

 貸倒引当金繰入額 2,734

 役員報酬 62,880

 賞与引当金繰入額 26,919

 役員賞与引当金繰入額 8,600

 退職給付費用 6,049

 その他 658,401

 販売費及び一般管理費合計 1,518,598

営業利益 187,667

営業外収益 

 受取利息 3,413

 受取配当金 1,067

 その他 1,398

 営業外収益合計 5,879

営業外費用 

 株式交付費 3,157

 株式公開費用 7,623

 その他 62

 営業外費用合計 10,842

経常利益 182,703

特別損失 

 投資有価証券評価損 12,454

 特別損失合計 12,454

税引前四半期純利益 170,248

法人税等 77,723

四半期純利益 92,524
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ハ【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

    
当第２四半期累計期間

（自 平成23年８月１日 
至 平成24年１月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 170,248

 減価償却費 29,730

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,121

 賞与引当金の増減額（△は減少） △938

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,480

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,402

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,752

 受取利息 △3,413

 受取配当金 △1,067

 株式交付費 3,157

 株式公開費用 7,623

 投資有価証券評価損益（△は益） 12,454

 売上債権の増減額（△は増加） △80,913

 たな卸資産の増減額（△は増加） △34,041

 仕入債務の増減額（△は減少） 50,659

 その他 21,678

 小計 164,730

 利息及び配当金の受取額 4,659

 法人税等の支払額 △67,288

 法人税等の還付額 1,398

 営業活動によるキャッシュ・フロー 103,500

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △100,000

 有価証券の償還による収入 100,000

 有形固定資産の取得による支出 △3,245

 無形固定資産の取得による支出 △8,355

 投資有価証券の取得による支出 △100,000

 投資有価証券の償還による収入 100,000

 保険積立金の積立による支出 △12,352

 保険積立金の解約による収入 406

 投資活動によるキャッシュ・フロー △23,545

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 株式公開費用の支出 △7,000

 配当金の支払額 △56,000

 財務活動によるキャッシュ・フロー △63,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,954

現金及び現金同等物の期首残高 1,448,045

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,465,000
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  （訂正前） 

（注記省略） 

  

第四部【株式公開情報】

第３【株主の状況】

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
株式総数に対する所
有株式数の割合 

（％） 

      

（省略） 

      

静岡キャピタル４号投資事業有限

責任組合（注）２. 
静岡県静岡市清水区草薙北1-10  75,000  2.14

植田 翔子（注）２．６． 静岡県島田市  70,000  2.00

植田 元気（注）２．６． 静岡県島田市  70,000  2.00

野村アール・アンド・エー第三号

投資事業有限責任組合（注）２． 
東京都千代田区大手町2-2-2  50,000  1.43

      

（省略） 

      

立木 昌乃 静岡県浜松市東区  5,000  0.14

松永 厚次郎（注）７． 静岡県焼津市  5,000  0.14

ジャフコＶ２－Ｗ投資事業有限責

任組合 
東京都千代田区大手町1-5-1  4,400  0.13

石川 英伸（注）７． 静岡県静岡市葵区  2,500  0.07

早戸 一真（注）７． 静岡県島田市  2,500  0.07

      

（省略） 

      

ジャフコＶ２－Ｒ投資事業有限責

任組合 
東京都千代田区大手町1-5-1  1,600  0.05

鈴木 信之（注）７． 静岡県浜松市南区  1,000  0.03

松岡 英智（注）７． 静岡県浜松市南区  1,000  0.03

      

（省略） 
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  （訂正後） 

（注記省略） 

  

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
株式総数に対する所
有株式数の割合 

（％） 

      

（省略） 

      

静岡キャピタル４号投資事業有限

責任組合（注）２. 
静岡県静岡市清水区草薙北1-10  75,000  2.14

植田 翔子（注）２．６． 東京都墨田区  70,000  2.00

植田 元気（注）２．６． 東京都世田谷区  70,000  2.00

野村アール・アンド・エー第三号

投資事業有限責任組合（注）２． 
東京都千代田区大手町2-2-2  50,000  1.43

      

（省略） 

      

立木 昌乃 静岡県浜松市東区  5,000  0.14

松永 厚次郎（注）７． 静岡県藤枝市  5,000  0.14

ジャフコＶ２－Ｗ投資事業有限責

任組合 
東京都千代田区大手町1-5-1  4,400  0.13

石川 英伸（注）７． 静岡県藤枝市  2,500  0.07

早戸 一真（注）７． 静岡県島田市  2,500  0.07

      

（省略） 

      

ジャフコＶ２－Ｒ投資事業有限責

任組合 
東京都千代田区大手町1-5-1  1,600  0.05

鈴木 信之（注）７． 静岡県浜松市中区  1,000  0.03

松岡 英智（注）７． 静岡県浜松市南区  1,000  0.03

      

（省略） 
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