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(訂正・数値データ訂正あり）「平成18年11月期　個別財務諸表の概要」の一部訂正について

平成19年1月30日に発表いたしました「平成18年11月期決算短信（連結）、個別財務諸表の概要」の記載内容を、別添

のとおり訂正いたします。財務諸表を始め多数の個所の訂正により、投資家はじめ関係者の方々にご迷惑をお掛けしま

すことを深くお詫び申し上げます。

記

１．訂正対象の決算短信（連結）、個別財務諸表の概要

平成18年11月期（平成17年12月1日～平成18年11月30日）決算短信(連結)

平成18年11月期（平成17年12月1日～平成18年11月30日）個別財務諸表の概要

発表日：平成19年1月30日

２．訂正の理由

当初発表いたしました記載内容につき、監査法人による監査の過程で指摘された事項等を訂正するものです。

訂正の主たる要因は下記の２点です。

① 関係会社株式売却益（特別利益）の計上。

平成18年7月1日付けの関係会社株式の売買に関わる会計処理について、会計士と見解の相違が発生しました

が、会計士の訂正指摘に従うことになりました。この訂正により、個別決算にて関係会社株式売却益440百万円

を計上し、当期純損失は438百万円から127百万円に変更になりました。尚、本件による連結決算に対する影響

は軽微です。

② 海外子会社の監査終了遅延等に伴う訂正。

本件による連結・個別決算への影響は共に軽微ですが、監査の結果、貸借対照表・損益計算書の誤謬等が判

明した為、一部計上科目・金額の訂正をさせていただきました。

３．訂正箇所

訂正前後の短信を添付し、訂正個所には下線を付して表示しております。

 以上

－ 1 －



「平成18年11月期 個別財務諸表の概要」

 【訂正前】

１．18年11月期の業績（平成17年12月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績 （注）金額は百万円未満を切捨て

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月期 57,049 9.9 1,701 3.4 1,823 △30.3

17年11月期 51,920 10.4 1,646 17.5 2,616 86.9

当期純利益
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
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年11月期 △438 － △14.71 － △1.8 2.8 3.2

17年11月期 △4,623 － △181.75 － △19.3 4.3 5.0

(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

18年11月期 64,374 30,889 48.0 966.94

17年11月期 60,525 24,015 39.7 939.25

 【訂正後】

１．18年11月期の業績（平成17年12月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績 （注）金額は百万円未満を切捨て

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月期 57,049 9.9 1,701 3.4 1,823 △30.3

17年11月期 51,920 10.4 1,646 17.5 2,616 86.9

当期純利益
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
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年11月期 △127 － △4.3 － △0.4 2.8 3.2

17年11月期 △4,623 － △181.75 － △19.3 4.3 5.0

(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

18年11月期 64,816 31,217 48.2 977.20

17年11月期 60,525 24,015 39.7 939.25

－ 2 －



１．個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

 【訂正前】

 (単位：百万円)

 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

（資産の部）    

流動資産    

現金及び預金 7,759 5,301 △2,458

受取手形 1,059 1,604 544

売掛金 17,141 16,261 △879

有価証券 71 7 △63

商品 2,613 2,491 △121

前渡金 8 － 8

前払費用 60 331 271

貯蔵品 10 3 △7

短期貸付金 3 4,932 1,664

未収入金 3,187 2,850 △337

繰延税金資産 237 729 492

その他 474 513 39

貸倒引当金 △2 △17 △15

流動資産合計 35,891 35,011 △880

固定資産    

有形固定資産    

建物 305 337 31

構築物 0 0 0

機械及び装置 107 154 46

車両運搬具 13 16 2

工具・器具及び備品 281 267 △13

土地 1,275 1,275 －

建設仮勘定 － 1 1

有形固定資産合計 1,984 2,052 68

無形固定資産    

借地権 44 44 －

電話加入権 7 7 －

ソフトウエア 87 92 4

その他 0 0 0

無形固定資産合計 140 144 4

－ 3 －



 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

投資その他の資産    

投資有価証券 9,008 7,791 △1,216

関係会社株式 11,542 16,649 5,106

出資金 17 17 －

長期貸付金 692 320 △371

長期前払費用 97 993 895

差入保証金 51 51 －

団体保険積立金 1,008 1,053 44

その他 390 390 0

貸倒引当金 △304 △297 6

投資その他の資産合計 22,505 26,970 4,464

固定資産合計 24,629 29,168 4,538

繰延資産    

新株発行費 － 187 187

社債発行費 3 7 3

繰延資産合計 3 195 191

資産合計 60,525 64,374 3,849

－ 4 －



 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

    

（負債の部）    

流動負債    

支払手形 219 278 59

買掛金 6,519 4,904 △1,614

短期借入金 9,511 7,158 △2,353

１年以内償還予定の社債 1,540 3,540 2,000

１年以内返済予定の長期借入金 4,006 1,824 △2,181

未払金 2,697 3,402 704

未払費用 315 351 36

未払法人税等 228 989 761

預り金 7 13 5

製品補償引当金 － 1,145 1,145

その他 43 27 △15

流動負債合計 25,088 23,636 △1,452

固定負債    

社債 4,890 2,050 △2,840

長期借入金 3,992 5,167 1,175

退職給付引当金 829 864 34

役員退職慰労引当金 － 312 312

債務保証損失引当金 － 193 193

繰延税金負債 1,709 1,260 △448

固定負債合計 11,421 9,848 △1,572

負債合計 36,509 33,484 △3,025

－ 5 －



 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

    

（資本の部）    

資本金 8,035 － －

資本剰余金    

資本準備金 8,141   

資本剰余金合計 8,141 － －

利益剰余金    

利益準備金 400 － －

任意積立金    

研究開発積立金 2,800 － －

海外市場開拓積立金 1,800 － －

退職給与積立金 826 － －

特別償却積立金 1 － －

中間配当引当積立金 860 － －

買換資産圧縮積立金 55 － －

別途積立金 2,022 － －

当期未処理損失 △3,821 － －

利益剰余金合計 4,945 － －

その他有価証券評価差額金 2,921 － －

自己株式 △27 － －

資本合計 24,015 － －

負債資本合計 60,525 － －

    

－ 6 －



 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

（純資産の部）    

株主資本    

資本金 － 12,016 －

資本剰余金    

資本準備金 － 12,122 －

資本剰余金合計 － 12,122 －

利益剰余金    

利益準備金 － 400 －

その他利益剰余金    

研究開発積立金 － 2,800 －

特別償却準備金 － 0 －

買換資産圧縮積立金 － 50 －

別途積立金 － 1,022 －

繰越利益剰余金 － △17 －

利益剰余金合計 － 4,256 －

自己株式 － △29 －

株主資本合計 － 28,676 －

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 － 2,524 －

評価・換算差額等合計 － 2,524 －

純資産合計 － 30,889 －

負債・純資産合計 － 64,374 －

    

 

－ 7 －



 【訂正後】

 (単位：百万円)

 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

（資産の部）    

流動資産    

現金及び預金 7,759 5,301 △2,458

受取手形 1,059 1,604 544

売掛金 17,141 16,261 △879

有価証券 71 7 △63

商品 2,613 2,491 △121

前渡金 8 － 8

前払費用 60 331 271

貯蔵品 10 3 △7

短期貸付金 3 － △3

関係会社短期貸付金 3,264 4,932 1,667

未収入金 3,187 2,850 △337

繰延税金資産 237 738 501

その他 474 513 39

貸倒引当金 △2 △17 △15

流動資産合計 35,891 35,020 △871

固定資産    

有形固定資産    

建物 305 337 31

構築物 0 0 0

機械及び装置 107 154 46

車両運搬具 13 16 2

工具・器具及び備品 281 267 △13

土地 1,275 1,275 －

建設仮勘定 － 1 1

有形固定資産合計 1,984 2,052 68

無形固定資産    

借地権 44 44 －

電話加入権 7 7 －

ソフトウエア 87 92 4

その他 0 0 0

無形固定資産合計 140 144 4

－ 8 －



 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

投資その他の資産    

投資有価証券 9,008 7,791 △1,216

関係会社株式 11,542 17,082 5,539

出資金 17 17 －

長期貸付金 235 228 △6

関係会社長期貸付金 456 92 △364

長期前払費用 97 993 895

差入保証金 51 51 －

団体保険積立金 1,008 1,053 44

その他 390 390 0

貸倒引当金 △304 △297 6

投資その他の資産合計 22,505 27,403 4,897

固定資産合計 24,629 29,600 4,971

繰延資産    

新株発行費 － 187 187

社債発行費 3 7 3

繰延資産合計 3 195 191

資産合計 60,525 64,816 4,291

－ 9 －



 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

    

（負債の部）    

流動負債    

支払手形 219 278 59

買掛金 6,519 4,904 △1,614

短期借入金 6,700 3,950 △2,750

関係会社短期借入金 2,811 3,208 396

１年以内償還予定の社債 1,540 3,540 2,000

１年以内返済予定の長期借入金 4,006 1,824 △2,181

未払金 2,697 3,402 704

未払費用 315 351 36

未払法人税等 228 1,127 899

預り金 7 13 5

製品補償引当金 － 1,145 1,145

役員賞与引当金 － 20 20

その他 43 7 △35

流動負債合計 25,088 23,773 △1,314

固定負債    

社債 4,890 2,050 △2,840

長期借入金 3,992 5,167 1,175

退職給付引当金 829 864 34

役員退職慰労引当金 － 312 312

債務保証損失引当金 － 193 193

繰延税金負債 1,709 1,237 △472

固定負債合計 11,421 9,825 △1,596

負債合計 36,509 33,599 △2,910

－ 10 －



 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

    

（資本の部）    

資本金 8,035 － －

資本剰余金    

資本準備金 8,141   

資本剰余金合計 8,141 － －

利益剰余金    

利益準備金 400 － －

任意積立金    

研究開発積立金 2,800 － －

海外市場開拓積立金 1,800 － －

退職給与積立金 826 － －

特別償却積立金 1 － －

中間配当引当積立金 860 － －

買換資産圧縮積立金 55 － －

別途積立金 2,022 － －

当期未処理損失 △3,821 － －

利益剰余金合計 4,945 － －

その他有価証券評価差額金 2,921 － －

自己株式 △27 － －

資本合計 24,015 － －

負債資本合計 60,525 － －

    

－ 11 －



 
 前事業年度

平成17年11月30日

 当事業年度

 平成18年11月30日
 増減

（純資産の部）    

株主資本    

資本金 － 12,016 －

資本剰余金    

資本準備金 － 12,122 －

資本剰余金合計 － 12,122 －

利益剰余金    

利益準備金 － 400 －

その他利益剰余金    

研究開発積立金 － 2,800 －

特別償却準備金 － 0 －

買換資産圧縮積立金 － 50 －

別途積立金 － 1,022 －

繰越利益剰余金 － 293 －

利益剰余金合計 － 4,567 －

自己株式 － △29 －

株主資本合計 － 28,676 －

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 － 2,541 －

評価・換算差額等合計 － 2,541 －

純資産合計 － 31,217 －

負債・純資産合計 － 64,816 －

    

－ 12 －



(2) 損益計算書

 【訂正前】

 

 前事業年度

自 平成16年12月１日

至 平成17年11月30日

 当事業年度

自 平成17年12月１日

至 平成18年11月30日

 増減

売上高 51,920 57,049 5,129

売上原価 46,500 51,330 4,830

売上総利益 5,420 5,719 298

販売費及び一般管理費 3,774 4,017 243

営業利益 1,646 1,701 55

営業外収益 1,338 531 △806

受取利息 101 78 △22

受取配当金 115 145 29

為替差益 997 192 △804

その他 124 115 △9

営業外費用 367 410 42

支払利息 215 211 △4

その他 151 198 47

経常利益 2,616 1,823 △793

特別利益 539 1,075 977

投資有価証券売却益 522 1,074 551

貸倒引当金戻入益 1 1 0

その他 14 0 △14

特別損失 6,562 2,965 △3,596

固定資産売却損・除却損 15 11 △3

減損損失 － 15 15

子会社株式評価損 5,937 811 △5,126

貸倒引当金繰入額 93 15 △77

製品補償引当金繰入額 － 1,145 1,145

役員退職慰労引当金繰入額 － 312 312

債務保証損失引当金繰入額 － 193 193

役員退職金 － 453 453

たな卸資産評価損・廃棄損 503 － △503

その他 13 6 △6

税引前当期純利益 △3,406 △66 3,339

法人税、住民税及び事業税 198 1,028 829

法人税等調整額 1,019 △656 △1,675

当期純損失 4,623 △438 4,185

前期繰越利益 904 － －

中間配当額 102 － －

当期未処理損失 3,821 － －

    

－ 13 －



 【訂正前】

 

 前事業年度

自 平成16年12月１日

至 平成17年11月30日

 当事業年度

自 平成17年12月１日

至 平成18年11月30日

 増減

売上高 51,920 57,049 5,129

売上原価 46,500 51,330 4,830

売上総利益 5,420 5,719 298

販売費及び一般管理費 3,774 4,017 243

営業利益 1,646 1,701 55

営業外収益 1,338 531 △806

受取利息 101 78 △22

受取配当金 115 145 29

為替差益 997 192 △804

その他 124 115 △9

営業外費用 367 410 42

支払利息 215 211 △4

その他 151 198 47

経常利益 2,616 1,823 △793

特別利益 539 1,516 977

投資有価証券売却益 522 1,074 551

関係会社株式売却益 － 440 440

その他 16 1 △15

特別損失 6,562 3,002 △3,559

固定資産売却損・除却損 15 11 △3

減損損失 － 15 15

子会社株式評価損 5,937 819 △5,117

貸倒引当金繰入額 93 15 △77

製品補償引当金繰入額 － 1,145 1,145

役員退職慰労引当金繰入額 － 312 312

債務保証損失引当金繰入額 － 193 193

役員退職金 － 453 453

たな卸資産廃棄損 259 － △259

たな卸資産評価損 243 － △243

その他 13 35 21

税引前当期純利益 － 337 337

税引前当期純損失 △3,406 － △3,406

法人税、住民税及び事業税 198 1,165 967

法人税等調整額 1,019 △700 △1,720

当期純損失 4,623 127 △4,496

前期繰越利益 904 － －

中間配当額 102 － －

当期未処理損失 3,821 － －
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(3）利益処分案及び株主資本等変動計算書

 【訂正前】

株主資本等変動計算書

平成17年12月１日から平成18年11月30日まで

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金利益準備金

その他利益剰余金

研究開発

積立金
海外市場
開拓積立金

特別償却
準備金

退職給与
積立金

中間配当
引当積立金

平成17年11月30日　残高 8,035 8,141 400 2,800 1,800 1 826 860

事業年度中の変動額

新株の発行 3,980 3,980

剰余金の配当     

役員賞与     

利益処分積立金取崩 △1,800  △826 △860

圧縮積立金取崩(前期分)     

特別償却準備金取崩(前期分)  0   

圧縮積立金取崩     

特別償却準備金取崩  0   

当期純利益     

自己株式取得・処分

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 3,980 3,980 △1,800 0 △826 △860

平成18年11月30日　残高 12,016 12,122 400 2,800 － 0 － －

株主資本 評価・換算
差額等

純資産合
計

 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有価
証券評価差
額金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計買換資産圧

縮積立金
別途積立

金 
繰越利益
剰余金

平成17年11月30日　残高 55 2,022 △3,821 4,945 △27 21,094 2,921 24,015

事業年度中の変動額

新株の発行  7,961 7,961

剰余金の配当  △229 △229 △229 △229

役員賞与  △20 △20 △20 △20

利益処分積立金取崩 △1,000 4,486 －  －

圧縮積立金取崩(前期分) △2  2 －  －

特別償却準備金取崩(前期分)  0 －  －

圧縮積立金取崩 △2  2 －  －

特別償却準備金取崩  0 －  －

当期純利益  △438 △438 △438 △438

自己株式取得・処分  △2 △2 △2

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)

   △398 △398

事業年度中の変動額合計 △5 △1,000 3,803 △688 △2 7,271 △398 6,674

平成18年11月30日　残高 50 1,022 △17 4,258 △29 28,385 2,524 30,889
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 【訂正後】

株主資本等変動計算書

平成17年12月１日から平成18年11月30日まで

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金利益準備金

その他利益剰余金

研究開発

積立金
海外市場
開拓積立金

特別償却
準備金

退職給与
積立金

中間配当
引当積立金

平成17年11月30日　残高 8,035 8,141 400 2,800 1,800 1 826 860

事業年度中の変動額

新株の発行 3,980 3,980

剰余金の配当     

役員賞与     

利益処分積立金取崩 △1,800  △826 △860

圧縮積立金取崩(前期分)     

特別償却準備金取崩(前期分)  0   

圧縮積立金取崩     

特別償却準備金取崩  0   

当期純利益     

自己株式取得・処分

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 3,980 3,980 △1,800 0 △826 △860

平成18年11月30日　残高 12,016 12,122 400 2,800 － 0 － －

株主資本 評価・換算
差額等

純資産合
計

 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有価
証券評価差
額金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計買換資産圧

縮積立金
別途積立

金 
繰越利益
剰余金

平成17年11月30日　残高 55 2,022 △3,821 4,945 △27 21,094 2,921 24,015

事業年度中の変動額

新株の発行  7,961 7,961

剰余金の配当  △229 △229 △229 △229

役員賞与  △20 △20 △20 △20

利益処分積立金取崩 △1,000 4,486 －  －

圧縮積立金取崩(前期分) △2  2 －  －

特別償却準備金取崩(前期分)  0 －  －

圧縮積立金取崩 △2  2 －  －

特別償却準備金取崩  0 －  －

当期純利益  △127 △127 △127 △127

自己株式取得・処分  △2 △2 △2

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)

   △379 △379

事業年度中の変動額合計 △5 △1,000 4,114 △377 △2 7,581 △379 7,202

平成18年11月30日　残高 50 1,022 293 4,567 △29 28,676 2,541 31,217
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注記事項

(貸借対照表関係)

 【訂正前】

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

※７　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産は2,921百万円で

あります。

※７　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産は2,524百万円でありま

す。

 【訂正後】

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

※７　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産は2,921百万円で

あります。

※７　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産は2,541百万円でありま

す。
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③ 税効果会計

 【訂正前】

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

（百万円） （百万円）

繰延税金資産  

未払事業税 35

未払賞与に係る損金算入限度額超過 78

たな卸資産評価損 122

その他 1

繰延税金資産小計 237

  

繰延税金負債  

買換資産圧縮積立金 34

その他有価証券評価差額金 1,988

子会社株式評価損 △2,451

その他 △531

繰延税金負債小計 △960

評価性引当金 2,669

繰延税金負債合計 1,709

繰延税金負債の純額 1,472

繰延税金資産  

未払事業税 85

未払賞与に係る損金算入限度額超過 92

製品補償引当金 461

その他 90

繰延税金資産小計 729

  

繰延税金負債  

買換資産圧縮積立金 32

その他有価証券評価差額金 1,172

子会社株式評価損 △2,766

その他 △194

繰延税金負債小計 △1,756

評価性引当金 3,016

繰延税金負債合計 1,260

繰延税金負債の純額 531

 【訂正後】

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

（百万円） （百万円）

繰延税金資産  

未払事業税 35

未払賞与に係る損金算入限度額超過 78

たな卸資産評価損 122

その他 1

繰延税金資産小計 237

  

繰延税金負債  

買換資産圧縮積立金 34

その他有価証券評価差額金 1,988

子会社株式評価損 △2,451

その他 △531

繰延税金負債小計 △960

評価性引当金 2,669

繰延税金負債合計 1,709

繰延税金負債の純額 1,472

繰延税金資産  

未払事業税 94

未払賞与に係る損金算入限度額超過 92

製品補償引当金 461

その他 89

繰延税金資産小計 738

  

繰延税金負債  

買換資産圧縮積立金 34

その他有価証券評価差額金 1,715

子会社株式評価損 △2,769

その他 △727

繰延税金負債小計 △1,747

評価性引当金 2,984

繰延税金負債合計 1,237

繰延税金負債の純額 498
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(１株当たり情報)

 【訂正前】

項目
前事業年度

自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日

当事業年度
自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日

１株当たり純資産 939円25銭 966円94銭

１株当たり当期純損失 181円75銭 14円71銭

   

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純損失については、潜在株式がなく、

かつ１株あたり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純損失については、潜在株式がなく、

かつ１株あたり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益及び当期純損失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16年12月１日
至　平成17年11月30日

当事業年度
自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日

当期純損失 百万円 4,623 438

普通株主に帰属しない金額 百万円 20 －

（うち利益処分による役員賞与金） 百万円 (20) (－)

普通株式に係る当期純損失 百万円 4,643 438

普通株式に係る期中平均株式数 千株 25,550 29,812

 【訂正後】

項目
前事業年度

自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日

当事業年度
自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日

１株当たり純資産 939円25銭 977円20銭

１株当たり当期純損失 181円75銭 4円29銭

   

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純損失については、潜在株式がなく、

かつ１株あたり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純損失については、潜在株式がなく、

かつ１株あたり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益及び当期純損失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16年12月１日
至　平成17年11月30日

当事業年度
自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日

当期純損失 百万円 4,623 127

普通株主に帰属しない金額 百万円 20 －

（うち利益処分による役員賞与金） 百万円 (20) (－)

普通株式に係る当期純損失 百万円 4,643 127

普通株式に係る期中平均株式数 千株 25,550 29,812

－ 19 －


