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Listed Company 3362

 

平成 18 年９月８日 

各  位 

                         会社名  チムニー株式会社 

                         代表者名 代表取締役社長    和泉 学 

                             （ＪＡＳＤＡＱコード：３３６２） 

                         問合せ先 常務取締役財経本部長 山口 実 

                         電話番号 ０３－３６２６－２３４１ 

 

(訂正) 平成 18 年 12 月期 中間決算短信（非連結）一部訂正につきまして 

 

平成 18 年８月 10 日に公表いたしました平成 18 年 12 月期中間決算短信(非連結)の一部に誤りがあり

ましたので以下のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

 「訂正箇所」(訂正箇所は下線で表示しております)  

 

１ページ  

1. 18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日） 

 (1) 経 営 成 績 

(訂正前) 
 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益 
潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭  円 銭  
18年６月中間期 572 （47.5） 68 97 － － 
17年６月中間期 388 （34.6） 99 42 － － 
 17年12月期 856 （64.1） 208 29 － － 
 

(注) ① 持分法投資損益 18年６月中間期  －百万円 17年６月中間期   －百万円 17年12月期  －百万円  
    ② 期中平均株式数 18年６月中間期 8,300,000 株 17年６月中間期 3,905,359株 17年12月期     4,030,931株 
 

(訂正後) 
 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益 
潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭  円 銭  
18年６月中間期 572 （47.5） 68 97 － － 
17年６月中間期 388 （34.6） 99 30 － － 
 17年12月期 856 （64.1） 208 29 － － 
 

(注) ① 持分法投資損益 18年６月中間期  －百万円 17年６月中間期   －百万円 17年12月期  －百万円  
    ② 期中平均株式数 18年６月中間期 8,300,000 株 17年６月中間期 3,909,889株 17年12月期    4,030,931株 

 

31ページ 

(訂正前) 

(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額   817.41円 

１株当たり中間純利益金額   

99.42円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額につきましては、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額   527.06円

１株当たり中間純利益金額     

68.97円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額につきましては、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。  

１株当たり純資産額   921.18円

１株当たり当期純利益金額  

208.29円

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額につきましては、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 
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 (注)２ １株当たり中間(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 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日
 至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日
 至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日
 至 平成17年12月31日)

中間(当期)純利益金額(千円) 388,252 572,478 856,642 

普通株主に帰属しない金額(千円) 

(うち利益処分による役員賞与金) 

－ 

(－）

－ 

(－）

17,000 

（17,000）

普通株式に係る中間(当期)純利益

金額（千円） 
388,252 572,478 839,642 

普通株式の期中平均株式数（株） 3,905,359 8,300,000 4,030,931 

 

(注)３ 株式分割について 

当中間会計期間(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

 当社は、平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割をおこないました。前期首に当該株式

分割がおこなわれたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値は以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額          408.70円 

１株当たり中間純利益金額        49.70円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額に

つきましては、潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額          460.59円 

１株当たり当期純利益金額       104.14円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

つきましては、潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

 

(訂正後) 

 (１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額   817.41円 

１株当たり中間純利益金額   

99.30円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額につきましては、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額   527.06円

１株当たり中間純利益金額     

68.97円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額につきましては、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。  

１株当たり純資産額   921.18円

１株当たり当期純利益金額  

208.29円

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額につきましては、潜在

株式がないため記載しておりませ

ん。 
 

 
 (注)２ １株当たり中間(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 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日
 至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日
 至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日
 至 平成17年12月31日)

中間(当期)純利益金額(千円) 388,252 572,478 856,642 

普通株主に帰属しない金額(千円) 

(うち利益処分による役員賞与金) 

－ 

(－）

－ 

(－）

17,000 

（17,000）

普通株式に係る中間(当期)純利益

金額（千円） 
388,252 572,478 839,642 

普通株式の期中平均株式数（株） 3,909,889 8,300,000 4,030,931 
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(注)３ 株式分割について 

当中間会計期間(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

 当社は、平成 18 年２月 20 日付で普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割をおこないました。前期首に当該株式

分割がおこなわれたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値は以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額          408.70円 

１株当たり中間純利益金額        49.65円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額に

つきましては、潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額          460.59円 

１株当たり当期純利益金額       104.14円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

つきましては、潜在株式がないため記載しておりま

せん。 
 


