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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23年11月25日に提出いたしました第12期（自　平成22年９月１日　至　平成23年８月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に誤りがありましたので、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。

　なお、連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所につきましてはXBRLの修正を行いましたので、併せて修正後のXBRL形式の

データ一式（表示情報ファイルを含む）を関連書類として提出いたします。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第３　設備の状況

３　設備の新設、除却等の計画

(1）重要な設備の新設

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

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

第７　提出会社の参考情報

２　その他の参考情報

(7）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿を付して表示しております。
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第一部【企業情報】
 

第３【設備の状況】

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

(1）重要な設備の新設

（訂正前）

      平成23年８月31日現在

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達方
法

着手及び完了予定年月
事由

（完成後の
収容能力）

総額
（千円）

既支払額
（千円）

着手 完了

省略          

当社
愛の家グルー
プホーム市原
野満

千葉県市原
市

介護事業
介護施設
（グループ
ホーム）

6,500 － 自己資金 平成24年１月平成24年４月（18名）

省略          

合計    413,81163,911     

　（注）１．上記金額には消費税等が含まれておりません。

２．投資予定金額には差入保証金が含まれております。

 

（訂正後）

      平成23年８月31日現在

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達方
法

着手及び完了予定年月
事由

（完成後の
収容能力）

総額
（千円）

既支払額
（千円）

着手 完了

省略          

当社
愛の家グルー
プホーム市原
能満

千葉県市原
市

介護事業
介護施設
（グループ
ホーム）

6,500 － 自己資金 平成24年１月平成24年４月（18名）

省略          

合計    413,81163,931     

　（注）１．上記金額には消費税等が含まれておりません。

２．投資予定金額には差入保証金が含まれております。
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第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

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21年９月１日
至　平成22年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年９月１日
至　平成23年８月31日）

売上高   

介護事業売上高 12,630,958 13,946,647

その他の事業売上高 263,375 109,997

売上高合計 12,894,333 14,056,645

売上原価   

介護事業売上原価 10,383,053 11,406,006

その他の事業売上原価 241,407 102,030

売上原価合計 10,624,461 11,508,036

売上総利益 2,269,872 2,548,609

営業利益 830,699 908,497

営業外収益   

受取利息 301 317

補助金収入 58,475 279,503

自動販売機収入 2,382 3,237

負ののれん償却額 292 292

雑収入 7,189 16,743

営業外収益合計 68,641 300,094

営業外費用   

支払利息 30,318 30,019

障がい者雇用納付金 9,486 7,554

金利スワップ評価損 6,814 －

雑損失 7,015 4,334

営業外費用合計 53,634 41,908

経常利益 845,707 1,166,683

特別利益   

国庫補助金 120,070 289,460

その他 10,224 1,866

特別利益合計 130,294 291,326

特別損失   

固定資産圧縮損 115,825 278,300

投資有価証券評価損 － 4,335

その他 13,210 74

特別損失合計 129,036 282,710
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　平成21年９月１日
至　平成22年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年９月１日
至　平成23年８月31日）

税金等調整前当期純利益 846,966 1,175,299

法人税、住民税及び事業税 373,833 593,286

法人税等調整額 △32,784 △36,602

法人税等合計 341,049 556,684

少数株主損益調整前当期純利益 － 618,614

少数株主利益 7,576 10,098

当期純利益 498,339 608,516

 

（訂正後）

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　平成21年９月１日
至　平成22年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年９月１日
至　平成23年８月31日）

売上高   

介護事業売上高 12,630,958 13,946,647

その他の事業売上高 263,375 109,997

売上高合計 12,894,333 14,056,645

売上原価   

介護事業売上原価 10,383,053 11,406,006

その他の事業売上原価 241,407 102,030

売上原価合計 10,624,461 11,508,036

売上総利益 2,269,872 2,548,609

販売費及び一般管理費 ※１　1,439,172 ※１　1,640,111

営業利益 830,699 908,497

営業外収益   

受取利息 301 317

補助金収入 58,475 279,503

自動販売機収入 2,382 3,237

負ののれん償却額 292 292

雑収入 7,189 16,743

営業外収益合計 68,641 300,094

営業外費用   

支払利息 30,318 30,019

障がい者雇用納付金 9,486 7,554

金利スワップ評価損 6,814 －

雑損失 7,015 4,334

営業外費用合計 53,634 41,908

経常利益 845,707 1,166,683
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　平成21年９月１日
至　平成22年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年９月１日
至　平成23年８月31日）

特別利益   

国庫補助金 120,070 289,460

その他 10,224 1,866

特別利益合計 130,294 291,326

特別損失   

固定資産圧縮損 115,825 278,300

投資有価証券評価損 － 4,335

その他 13,210 74

特別損失合計 129,036 282,710

税金等調整前当期純利益 846,966 1,175,299

法人税、住民税及び事業税 373,833 593,286

法人税等調整額 △32,784 △36,602

法人税等合計 341,049 556,684

少数株主損益調整前当期純利益 － 618,614

少数株主利益 7,576 10,098

当期純利益 498,339 608,516

 

第７【提出会社の参考情報】

２【その他の参考情報】

（前略）

（訂正前）

(7）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

　事業年度（第11期）（自　平成21年９月１日　至　平成22年８月31日）平成22年11月26日関東財務局長に提出

 

（訂正後）

(7）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

　事業年度（第11期）（自　平成21年９月１日　至　平成22年８月31日）平成22年11月29日関東財務局長に提出
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