
平成 25 年 5 月 24 日 

 

各      位 

 

会 社 名 日本テクノ･ラボ株式会社 

代 表 者 代表取締役社長 松村 泳成 

（コード番号 3849 札幌証券取引所アンビシャス）

問 合 せ 管理部長 鈴木 孝男 

 （TEL．03-5276-2813） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 25 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の 

一部訂正について 

 

当社が平成25 年5 月15 日に開示いたしました「平成25 年3 月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の記載内容に

一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しています。 

 

記 

 

Ⅰ.訂正の理由 

平成 25 年 3 月期決算短信の作成過程におきまして、法人税額の算出に誤りがあることが判明いたしましたので、

提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。 

 

Ⅱ.訂正箇所 

当事業年度における、「法人税、住民税及び事業税」及び「当期純利益」に関連するすべての項目 

 

 

【サマリー情報】 

＜訂正前＞ 

１．平成 25 年３月期の業績（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 
（１）経営成績 (％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25 年３月期 676 △45.1 34 △75.1 35 △75.2 24 △68.6

24 年３月期 1,233 30.4 140 249.7 141 238.8 78 263.1

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 

当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25 年３月期 3,070 18 － 2.8 2.9 5.2

24 年３月期 9,353 65 － 9.3 12.2 11.4 
(参考) 持分法投資損益 25 年３月期 △18 百万円 24 年３月期 43 百万円

 

（２）財政状態  
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

25 年３月期 1,157 880 75.6 109,687 65

24 年３月期 1,260 884 69.7 107,709 62 
(参考) 自己資本 25 年３月期 874 百万円 24 年３月期 878 百万円

 

（省略） 

 



２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 

純資産 

配当率 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24 年３月期 －  0 00 － 1,000 00 1,000 00 8 10.7 1.0

25 年３月期 －  1,000 00 － 1,000 00 2,000 00 16 65.1 1.8

26 年３月期(予想) －  0 00 － 2,000 00 2,000 00  29.3 

 

３．平成 26 年３月期の業績予想（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 

 (％表示は、通期は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 812 20.1 89 161.8 90 157.1 55 129.2 6,894 82

 

＜訂正後＞ 

１．平成 25 年３月期の業績（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 

（１）経営成績 (％表示は対前期増減率) 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25 年３月期 676 △45.1 34 △75.1 35 △75.2 21 △73.2

24 年３月期 1,233 30.4 140 249.7 141 238.8 78 263.1

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 

当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25 年３月期 2,617 52 － 2.4 2.9 5.2

24 年３月期 9,353 65 － 9.3 12.2 11.4 
(参考) 持分法投資損益 25 年３月期 △18 百万円 24 年３月期 43 百万円

 

（２）財政状態  
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

25 年３月期 1,157 877 75.3 109,230 00

24 年３月期 1,260 884 69.7 107,709 62 
(参考) 自己資本 25 年３月期 871 百万円 24 年３月期 878 百万円

 

（省略） 

 

２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 

純資産 

配当率 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24 年３月期 －  0 00 － 1,000 00 1,000 00 8 10.7 1.0

25 年３月期 －  1,000 00 － 1,000 00 2,000 00 16 76.4 1.9

26 年３月期(予想) －  0 00 － 2,000 00 2,000 00  29.3 

 

３．平成 26 年３月期の業績予想（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 

 (％表示は、通期は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 812 20.1 89 161.8 90 157.1 55 160.5 6,894 82

 

 

 



【１ページ】  

１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

＜訂正前＞ 

その結果、当事業年度の業績は、売上高は 676,635 千円（前期比 45.1％減）、営業利益は 34,869 千円（前期比

75.1％減）、経常利益は35,188千円（前期比75.2％減）、当期純利益は24,760千円（前期比68.6％減）となりました。 

 

＜訂正後＞ 

その結果、当事業年度の業績は、売上高は 676,635 千円（前期比 45.1％減）、営業利益は 34,869 千円（前期比

75.1％減）、経常利益は35,188千円（前期比75.2％減）、当期純利益は21,110千円（前期比73.2％減）となりました。 

 

【３ページ】  

（次期の見通し） 

＜訂正前＞ 

 平成 26 年３月期（予想） 

    構成比％ 前期比％ 

 売上高（百万円） 812 100.0 20.1 

営業利益（百万円） 89 11.0 161.8 

経常利益（百万円） 90 11.1 157.1 

当期純利益（百万円） 55 6.8 129.2 

１株当たり当期純利益 6,894 円 82 銭 

１株当たり配当金 2,000 円 00 銭 

 

＜訂正後＞ 

 平成 26 年３月期（予想） 

    構成比％ 前期比％ 

 売上高（百万円） 812 100.0 20.1 

営業利益（百万円） 89 11.0 161.8 

経常利益（百万円） 90 11.1 157.1 

当期純利益（百万円） 55 6.8 160.5 

１株当たり当期純利益 6,894 円 82 銭 

１株当たり配当金 2,000 円 00 銭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【４ページ】  

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

＜訂正前＞ 

（省略） 

（流動負債） 

 当事業年度の流動負債合計は 197,957 千円と前事業年度末に比べて 106,889 千円減少しました。減少した主な要

因は、短期借入金が100,000千円増加しましたが、買掛金が129,159千円、未払法人税等が40,580千円、未払金が

3,248 千円、未払消費税等が 12,884 千円、前受金が 19,177 千円減少したこと等によるものです。 

（省略） 

（純資産） 

 当事業年度の純資産合計は 880,903 千円と前事業年度末に比べて 4,048 千円減少しました。減少した主な要因は、

当期純利益 24,760 千円の計上、剰余金の配当 16,304 千円及び自己株式の取得 11,550 千円等によるものです。 

 

＜訂正後＞ 

（省略） 

（流動負債） 

 当事業年度の流動負債合計は 201,608 千円と前事業年度末に比べて 103,238 千円減少しました。減少した主な要

因は、短期借入金が100,000千円増加しましたが、買掛金が129,159千円、未払法人税等が36,930千円、未払金が

3,248 千円、未払消費税等が 12,884 千円、前受金が 19,177 千円減少したこと等によるものです。 

（省略） 

（純資産） 

 当事業年度の純資産合計は 877,252 千円と前事業年度末に比べて 7,699 千円減少しました。減少した主な要因は、

当期純利益 21,110 千円の計上、剰余金の配当 16,304 千円及び自己株式の取得 11,550 千円等によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

＜訂正前＞ 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期

自己資本比率（％） 75.5 83.1 78.0 69.7 75.6

時価ベースの自己資本比率（％） 30.1 41.8 40.8 60.0 40.5

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(倍） 

－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

－ 864.9 － － －

 

＜訂正後＞ 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期

自己資本比率（％） 75.5 83.1 78.0 69.7 75.3

時価ベースの自己資本比率（％） 30.1 41.8 40.8 60.0 40.5

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(倍） 

－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

－ 864.9 － － －

 



 【14 ページ】  

４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

＜訂正前＞  

（単位 ： 千円） 

前事業年度 
(平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(平成 25 年３月 31 日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 164,431 35,272

短期借入金 － 100,000

未払金 4,779 1,530

未払費用 15,979 15,014

未払法人税等 49,232 8,651

未払消費税等 12,884 －

前受金 51,441 32,263

預り金 6,013 4,935

その他 83 289

流動負債合計 304,846 197,957

固定負債 

繰延税金負債 207 220

役員退職慰労引当金 70,303 78,026

固定負債合計 70,510 78,246

負債合計 375,357 276,204

純資産の部 

株主資本 

資本金 401,200 401,200

資本剰余金 

資本準備金 395,700 395,700

資本剰余金合計 395,700 395,700

利益剰余金 

利益準備金 200 200

その他利益剰余金 

別途積立金 5,000 5,000

繰越利益剰余金 100,332 108,789

利益剰余金合計 105,532 113,989

自己株式 △24,721 △36,271

株主資本合計 877,710 874,617

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 337 360

評価・換算差額等合計 337 360

新株予約権 6,903 5,924

純資産合計 884,951 880,903

負債純資産合計 1,260,309 1,157,107

 

 

 

 



＜訂正後＞  

（単位 ： 千円） 

前事業年度 
(平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(平成 25 年３月 31 日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 164,431 35,272

短期借入金 － 100,000

未払金 4,779 1,530

未払費用 15,979 15,014

未払法人税等 49,232 12,302

未払消費税等 12,884 －

前受金 51,441 32,263

預り金 6,013 4,935

その他 83 289

流動負債合計 304,846 201,608

固定負債 

繰延税金負債 207 220

役員退職慰労引当金 70,303 78,026

固定負債合計 70,510 78,246

負債合計 375,357 279,855

純資産の部 

株主資本 

資本金 401,200 401,200

資本剰余金 

資本準備金 395,700 395,700

資本剰余金合計 395,700 395,700

利益剰余金 

利益準備金 200 200

その他利益剰余金 

別途積立金 5,000 5,000

繰越利益剰余金 100,332 105,138

利益剰余金合計 105,532 110,338

自己株式 △24,721 △36,271

株主資本合計 877,710 870,967

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 337 360

評価・換算差額等合計 337 360

新株予約権 6,903 5,924

純資産合計 884,951 877,252

負債純資産合計 1,260,309 1,157,107

 

 

 

 

 

 

 



【15 ページ】 
（２）損益計算書 

＜訂正前＞ 

（単位 ： 千円） 

前事業年度 
(自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 25 年３月 31 日) 

（省略） 

 税引前当期純利益 121,565 36,145

 法人税、住民税及び事業税 47,451 6,818

 法人税等調整額 △4,633 4,566

 法人税等合計 42,817 11,384

 当期純利益 78,748 24,760

 

＜訂正後＞ 

（単位 ： 千円） 

前事業年度 
(自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 25 年３月 31 日) 

（省略） 

 税引前当期純利益 121,565 36,145

 法人税、住民税及び事業税 47,451 10,469

 法人税等調整額 △4,633 4,566

 法人税等合計 42,817 15,035

 当期純利益 78,748 21,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【16・17 ページ】 
（３）株主資本等変動計算書 

＜訂正前＞ 

（単位 ： 千円） 

前事業年度 
(自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 25 年３月 31 日) 

（省略） 

その他利益剰余金 

別途積立金 

当期首残高 5,000 5,000

当期変動額 

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

繰越利益剰余金 

当期首残高 251,956 100,332

当期変動額 

剰余金の配当 △4,289 △16,304

当期純利益 78,748 24,760

自己株式の消却 △226,083 －

当期変動額合計 △151,624 8,456

当期末残高 100,332 108,789

利益剰余金合計 

当期首残高 257,156 105,532

当期変動額 

剰余金の配当 △4,289 △16,304

当期純利益 78,748 24,760

自己株式の消却 △226,083 －

当期変動額合計 △151,624 8,456

当期末残高 105,532 113,989

（省略） 

株主資本合計 

当期首残高 823,063 877,710

当期変動額 

剰余金の配当 △4,289 △16,304

当期純利益 78,748 24,760

自己株式の取得 △19,811 △11,550

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 54,647 △3,093

当期末残高 877,710 874,617

（省略） 

純資産合計 

当期首残高 830,484 884,951

当期変動額 

剰余金の配当 △4,289 △16,304

当期純利益 78,748 24,760

自己株式の取得 △19,811 △11,550

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179 △955

当期変動額合計 54,467 △4,048

当期末残高 884,951 880,903

 



＜訂正後＞ 

（単位 ： 千円） 

前事業年度 
(自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 25 年３月 31 日) 

（省略） 

その他利益剰余金 

別途積立金 

当期首残高 5,000 5,000

当期変動額 

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

繰越利益剰余金 

当期首残高 251,956 100,332

当期変動額 

剰余金の配当 △4,289 △16,304

当期純利益 78,748 21,110

自己株式の消却 △226,083 －

当期変動額合計 △151,624 4,806

当期末残高 100,332 105,138

利益剰余金合計 

当期首残高 257,156 105,532

当期変動額 

剰余金の配当 △4,289 △16,304

当期純利益 78,748 21,110

自己株式の消却 △226,083 －

当期変動額合計 △151,624 4,806

当期末残高 105,532 110,338

（省略） 

株主資本合計 

当期首残高 823,063 877,710

当期変動額 

剰余金の配当 △4,289 △16,304

当期純利益 78,748 21,110

自己株式の取得 △19,811 △11,550

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 54,647 △6,743

当期末残高 877,710 870,967

（省略） 

純資産合計 

当期首残高 830,484 884,951

当期変動額 

剰余金の配当 △4,289 △16,304

当期純利益 78,748 21,110

自己株式の取得 △19,811 △11,550

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179 △955

当期変動額合計 54,647 △7,699

当期末残高 884,951 877,252
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(１株当たり情報) 

＜訂正前＞ 

 
前事業年度 

(自  平成 23 年４月１日 
 至  平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自  平成 24 年４月１日 
 至  平成 25 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 107,709.62 円 109,687.65 円

１株当たり当期純利益金額 9,353.65 円 3,070.18 円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

項目 
前事業年度 

(自  平成 23 年４月１日 
至  平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自  平成 24 年４月１日 
至  平成 25 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額  

  当期純利益(千円) 78,748 24,760

  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) 78,748 24,760

  普通株式の期中平均株式数(株) 8,419 8,065

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
利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

平成20年6月24日定時株主総

会決議によるストックオプション

(株式の数 247 株) 

平成20年6月24日定時株主総

会決議によるストックオプション

(株式の数 212 株) 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

項目 
前事業年度 

(平成 24 年３月 31 日) 
当事業年度 

(平成 25 年３月 31 日) 

純資産の部の合計額(千円) 884,951 880,903

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 6,903 5,924

(うち新株予約権) (6,903) (5,924)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 878,048 874,978

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数
(株) 

8,152 7,977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜訂正後＞ 

 
前事業年度 

(自  平成 23 年４月１日 
 至  平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自  平成 24 年４月１日 
 至  平成 25 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 107,709.62 円 109,230.00 円

１株当たり当期純利益金額 9,353.65 円 2,617.52 円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

項目 
前事業年度 

(自  平成 23 年４月１日 
至  平成 24 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自  平成 24 年４月１日 
至  平成 25 年３月 31 日) 

１株当たり当期純利益金額  

  当期純利益(千円) 78,748 21,110

  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) 78,748 21,110

  普通株式の期中平均株式数(株) 8,419 8,065

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
利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

平成20年6月24日定時株主総

会決議によるストックオプション

(株式の数 247 株) 

平成20年6月24日定時株主総

会決議によるストックオプション

(株式の数 212 株) 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

項目 
前事業年度 

(平成 24 年３月 31 日) 
当事業年度 

(平成 25 年３月 31 日) 

純資産の部の合計額(千円) 884,951 877,252

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 6,903 5,924

(うち新株予約権) (6,903) (5,924)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 878,048 871,327

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数
(株) 

8,152 7,977

 


