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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７月２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３期連結会計年度の第

２四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年１月１

日から平成24年６月30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 連結財務諸表等 (2）そ

の他」に記載するため、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 連結財務諸表等 …………………………………………………………………………………………………… 1 

(2）その他 …………………………………………………………………………………………………………… 1 

  

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 連結財務諸表等 (2）その他」については＿＿＿罫を省略

しております。） 
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（２）【その他】 

  （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３期連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第２四

半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年６月30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「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64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【連結財務諸表等】
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①【四半期連結財務諸表】 

イ【四半期連結貸借対照表】 

  

（単位：千円）

          
当第２四半期連結会計期間
（平成24年６月30日） 

資産の部 

  流動資産 

   現金及び預金 1,750,932

   受取手形及び売掛金 429,342

   原材料及び貯蔵品 7,178

   その他 118,078

   貸倒引当金 △71

   流動資産合計 2,305,459

  固定資産 

   有形固定資産 

    建物及び構築物 1,800,656

     減価償却累計額 △386,533

     建物及び構築物（純額） 1,414,122

    その他 147,082

     減価償却累計額 △78,281

     その他（純額） 68,801

    有形固定資産合計 1,482,923

   無形固定資産 55,831

   投資その他の資産 382,451

   固定資産合計 1,921,206

  資産合計 4,226,666

負債の部 

  流動負債 

   １年内償還予定の社債 20,000

   １年内返済予定の長期借入金 424,165

   未払法人税等 249,775

   賞与引当金 25,726

   その他 877,429

   流動負債合計 1,597,095

  固定負債 

   社債 50,000

   長期借入金 1,509,068

   資産除去債務 80,821

   その他 53,115

   固定負債合計 1,693,005

  負債合計 3,290,101
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（単位：千円）

      
当第２四半期連結会計期間
（平成24年６月30日） 

純資産の部 

  株主資本 

   資本金 100,000

   資本剰余金 324,668

   利益剰余金 511,893

   株主資本合計 936,562

  その他の包括利益累計額 

   その他有価証券評価差額金 3

   その他の包括利益累計額合計 3

  純資産合計 936,565

負債純資産合計 4,226,666
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ロ【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

  

（単位：千円）

    
当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

売上高 3,409,794

売上原価 2,746,813

売上総利益 662,981

販売費及び一般管理費 434,022

営業利益 228,958

営業外収益 

 受取利息 269

 設備補助金収入 285,984

 その他 8,093

 営業外収益合計 294,347

営業外費用 

 支払利息 14,918

 その他 3,525

 営業外費用合計 18,444

経常利益 504,861

特別損失 

 固定資産売却損 16

 特別損失合計 16

税金等調整前四半期純利益 504,845

法人税等 238,967

少数株主損益調整前四半期純利益 265,878

四半期純利益 265,878
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

  

（単位：千円）

    
当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

少数株主損益調整前四半期純利益 265,878

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 3

 その他の包括利益合計 3

四半期包括利益 265,881

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 265,881
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ハ【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

（単位：千円）

    
当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 504,845

 減価償却費 80,895

 設備補助金収入 △285,984

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,535

 賞与引当金の増減額（△は減少） 11,112

 受取利息及び受取配当金 △272

 支払利息 14,918

 支払手数料 1,308

 固定資産除却損 16

 売上債権の増減額（△は増加） 5,040

 たな卸資産の増減額（△は増加） 86

 未払金の増減額（△は減少） △14,301

 前受金の増減額（△は減少） 15,601

 その他 45,405

 小計 377,135

 利息及び配当金の受取額 272

 利息の支払額 △14,058

 法人税等の支払額 △182,449

 補助金の受取額 285,984

 営業活動によるキャッシュ・フロー 466,883

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △356,315

 無形固定資産の取得による支出 △2,746

 敷金及び保証金の差入による支出 △1,082

 敷金及び保証金の回収による収入 1,133

 その他 △19,079

 投資活動によるキャッシュ・フロー △378,090

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入れによる収入 548,691

 長期借入金の返済による支出 △174,019

 社債の償還による支出 △10,000

 リース債務の返済による支出 △6,103

 財務活動によるキャッシュ・フロー 358,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 447,362

現金及び現金同等物の期首残高 1,283,570

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,730,932
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