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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18年２月24日に提出いたしました第41期（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日）の有
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２ 事業の状況

２ 生産、受注及び販売の状況

(4) 販売実績

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＿罫で表示しております。

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

２【生産、受注及び販売の状況】

(4) 販売実績

（訂正前）

当連結会計年度における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分
金額 前年同期比

（千円） （％）

 医療用医薬品   23,239,517 +35.4

 一般用医薬品他   1,059,823 +1.4

 合計   24,299,340 +33.5

(注)１．金額は、販売価格に換算しております。

  ２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

㈱スズケン   861,914 4.7 3,437,599 14.1

  ３．上記の金額に消費税等は含まれておりません。

（訂正後）

当連結会計年度における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分
金額 前年同期比

（千円） （％）

 医療用医薬品   23,239,517 +35.4

 一般用医薬品他   1,059,823 +1.4

 合計   24,299,340 +33.5

(注)１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱スズケン   861,914 4.7 3,437,599 14.1

  ２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。



   
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）

  前連結会計年度   当連結会計年度  

  （自 平成15年12月１日   （自 平成16年12月１日  

    至 平成16年11月30日）     至 平成17年11月30日）  

  １株当たり純資産額 150.49円  １株当たり純資産額 197.73円 

 １株当たり当期純利益 5.18円  １株当たり当期純利益 44.51円 

 
潜在株式調整後１株当たり当
期純利益

5.13円  
潜在株式調整後１株当たり当
期純利益

44.18円 

(注)  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成15年12月１日 （自 平成16年12月１日

  至 平成16年11月30日）   至 平成17年11月30日）

１株当たり当期純利益               

 当期純利益（千円）  142,950   1,256,642 

 普通株主に帰属しない金額  
-
  

15,000
 

  (千円)     

  （うち利益処分による役員  
(-)

 
(15,000)

   賞与金）   

 普通株式に係る当期純利益  
142,950

  
1,241,642

 

 (千円)     

期中平均株式数（株）     27,614,171    27,898,329 

 潜在株式調整後１株当たり    

当期純利益     

当期純利益調整額（千円）  -   - 

普通株式増加数（株）  224,594   208,135 

(うち、新株予約権(株))    ( 224,594)   ( 208,135)

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

  －  平成16年２月26日定時株主総会決
議に基づく新株予約権。 
概要は「新株予約権の状況」に記
載のとおりであります。

 

 

 

   



（訂正後）

  前連結会計年度   当連結会計年度  

  （自 平成15年12月１日   （自 平成16年12月１日  

    至 平成16年11月30日）     至 平成17年11月30日）  

  １株当たり純資産額 150.49円  １株当たり純資産額 197.73円 

 １株当たり当期純利益 5.18円  １株当たり当期純利益 44.51円 

 
潜在株式調整後１株当たり当
期純利益

5.13円  
潜在株式調整後１株当たり当
期純利益

44.18円 

(注)  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成15年12月１日 （自 平成16年12月１日

  至 平成16年11月30日）   至 平成17年11月30日）

１株当たり当期純利益               

 当期純利益（千円）  142,950   1,256,642 

 普通株主に帰属しない金額  
-
  

15,000
 

  (千円)     

  （うち利益処分による役員  
(-)

 
(15,000)

   賞与金）   

 普通株式に係る当期純利益  
142,950

  
1,241,642

 

 (千円)     

期中平均株式数（株）     27,614,171    27,898,329 

 潜在株式調整後１株当たり    

当期純利益     

当期純利益調整額（千円）  -   - 

普通株式増加数（株）  224,594   208,135 

(うち、新株予約権(株))    ( 224,594)   ( 208,135)

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

  －  平成16年２月26日定時株主総会決
議に基づく新株予約権。 
概要は「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）

  前事業年度   当事業年度  

  （自 平成15年12月１日   （自 平成16年12月１日  

    至 平成16年11月30日）     至 平成17年11月30日）  

  １株当たり純資産額  174.83円  １株当たり純資産額  219.81円 

 １株当たり当期純利益 5.79円  １株当たり当期純利益 43.44円 

 潜在株式調整後１株
5.75円

 潜在株式調整後１株
43.12円

 

 当たり当期純利益     当たり当期純利益    

(注)１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま
す。

項目

前事業年度 当事業年度

(自 平成15年12月１日 (自 平成16年12月１日

  至 平成16年11月30日)   至 平成17年11月30日)

１株当たり当期純利益                  

 当期純利益 (千円)   160,427   1,226,885  

 普通株主に帰属しない金額   
-
  

15,000
 

  (千円)      

  （うち利益処分による役員  
(- )

 
(15,000 )

   賞与金）   

 普通株式に係る当期純利益   
160,427

  
1,211,885

 

  (千円)      

期中平均株式数 (株)    27,687,087   27,898,564  

潜在株式調整後                   

１株当たり当期純利益      

当期純利益調整額 (千円)   -   -  

普通株式増加数 (株)   224,594   208,135  

 (うち、新株予約権(株))   ( 224,594 )  ( 208,135 )

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

  －  平成16年２月26日定時株主総会決
議に基づく新株予約権。 
概要は「新株予約権の状況」に記
載のとおりであります。

  

  

  

   



（訂正後）

  前事業年度   当事業年度  

  （自 平成15年12月１日   （自 平成16年12月１日  

    至 平成16年11月30日）     至 平成17年11月30日）  

  １株当たり純資産額  174.83円  １株当たり純資産額  219.81円 

 １株当たり当期純利益 5.79円  １株当たり当期純利益 43.44円 

 潜在株式調整後１株
5.75円

 潜在株式調整後１株
43.12円

 

 当たり当期純利益     当たり当期純利益    

(注)１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま
す。

項目

前事業年度 当事業年度

(自 平成15年12月１日 (自 平成16年12月１日

  至 平成16年11月30日)   至 平成17年11月30日)

１株当たり当期純利益                  

 当期純利益 (千円)   160,427   1,226,885  

 普通株主に帰属しない金額   
-
  

15,000
 

  (千円)      

  （うち利益処分による役員  
(- )

 
(15,000 )

   賞与金）   

 普通株式に係る当期純利益   
160,427

  
1,211,885

 

  (千円)      

期中平均株式数 (株)    27,687,087   27,898,564  

潜在株式調整後                   

１株当たり当期純利益      

当期純利益調整額 (千円)   -   -  

普通株式増加数 (株)   224,594   208,135  

 (うち、新株予約権(株))   ( 224,594 )  ( 208,135 )

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

  －  平成16年２月26日定時株主総会決
議に基づく新株予約権。 
概要は「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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