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平成 19 年 3 月 27 日 

各位 
 

会社名 GMO ホスティング＆セキュリティ株式会社 
代表者名 代表取締役社長 青山満 

（コード番号：3788 東証マザーズ） 
問合せ先 取締役管理本部長 深山智房 

（TEL. 03-6415-6100） 
 

【訂正】「平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）」及び「平成 18 年 12 月期  
個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について 

 
平成 18 年 8 月 14 日に開示いたしました「平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）」及び「平成 18
年 12 月期 個別中間財務諸表の概要」の潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益の数値について、下記

のとおり訂正がございますのでお知らせいたします。 
なお、訂正箇所には下線が付してあります。 
 

記 
１．訂正箇所 
（１）平成 18 年 6 月中間期の連結業績（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年６月 30 日）表紙 
   連結経営成績 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益 
 
【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 412 21.5 7,196 77 7,068 43

17 年６月中間期 339 － 31,803 82 － －

17 年 12 月期 592  10,318 49 10,309 20

 
【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 412 21.5 7,196 77 7,061 04

17 年６月中間期 339 － 31,803 82 － －

17 年 12 月期 592  10,318 49 10,309 20

 
 
 

keieikikaku
新規スタンプ
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（２）連結中間財務諸表等 
注記事項 1 株当たり情報 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

  至 平成 17 年６月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

  至 平成 18 年６月 30 日） 

前連結会計年度 

（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 134,195 円 19 銭

１株当たり中間純利益 31,803 円 82 銭
 

１株当たり純資産額 51,012 円 13 銭

１株当たり中間純利益 7,196 円 77 銭
 

１株当たり純資産額 47,661 円 70 銭

１株当たり当期純利益 10,318 円 49 銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であり、期中平均株価が把握で

きませんので、記載しておりません。 

 潜在株式調整後 1 株あたり中間純利益 

              7,068 円 43 銭 

  当社は、平成 17 年 9月 9日付で普通株式 1株

に対し普通株式 5株の割合で株式分割を行いまし

た。 

  なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定

した場合の前中間連結会計期間における（1株当

たり情報）の各数値は以下のとおりであります。

 1 株当たり純資産額       26,839 円 04 銭 

  1 株当たり中間純利益       6,360 円 76 銭 

  

 （追加情報） 

 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第 4号）が平成 18

年 1月 31 日付で改正されたことに伴い、当中間連

結会計期間から繰延ヘッジ損益（税効果調整後）

の金額を普通株式に係る中間連結会計期間末の純

資産額に含めております。 

 なお、前中間連結会計期間に係る中間連結財務

諸表において採用した方法により算定した当中間

連結会計期間の 1株当たり純資産額は 51,058 円

36 銭であります。 

潜在株式調整後 1株当たり当期純利益   

              10,309 円 20 銭

  当社は、平成 17 年 9月 9日付で普通株式 1

株に対し普通株式 5株の割合で株式分割を行い

ました。 

  なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合の前連結会計年度における（1株当

たり情報）の各数値は以下のとおりであります。

 1 株当たり純資産額      24,168 円 36 銭

 1 株当たり当期純利益      10,120 円 37 銭
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（注）２．1 株あたり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益の基礎は以下のとおり

であります。 

  

  

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日

 至 平成 17年６月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

 至 平成 18年６月30日）

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日

 至 平成17年12月31日）

 1 株当たり中間（当期）純利益金額       

中間連結（連結）損益計算書上の中間（当期）純利益    

（千円） 
339,505 412,626 592,346

 普通株主に帰属しない金額 

            （千円） 
－ － 31,000

 （うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （31,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益           

            （千円） 
339,505 412,626 561,346

普通株式の期中平均株式数（株） 10,675 57,335 54,402

 潜在株式調整後 1 株当たり中間 

（当期）純利益金額 
   

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 普通株式増加数（株） － 1,041 49

 （うち新株予約権） （－)  （1,041)  （49）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の

数  455 個）。 

  

－

  

－
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【訂正後】 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

    至 平成 17 年６月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月 1 日 

    至 平成 18 年６月 30 日） 

前連結会計年度 

（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 134,195 円 19 銭

１株当たり中間純利益 31,803 円 82 銭
 

１株当たり純資産額 51,012 円 13 銭

１株当たり中間純利益 7,196 円 77 銭
 

１株当たり純資産額 47,661 円 70 銭

１株当たり当期純利益 10,318 円 49 銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であり、期中平均株価が把握で

きませんので、記載しておりません。 

 潜在株式調整後 1 株あたり中間純利益 

              7,061 円 04 銭 

  当社は、平成 17 年 9月 9日付で普通株式 1株

に対し普通株式 5株の割合で株式分割を行いまし

た。 

  なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定

した場合の前中間連結会計期間における（1株当

たり情報）の各数値は以下のとおりであります。

 1株当たり純資産額      26,839 円 04 銭 

  1 株当たり中間純利益      6,360 円 76 銭 

  

 （追加情報） 

 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第 4号）が平成 18

年 1月 31 日付で改正されたことに伴い、当中間連

結会計期間から繰延ヘッジ損益（税効果調整後）

の金額を普通株式に係る中間連結会計期間末の純

資産額に含めております。 

 なお、前中間連結会計期間に係る中間連結財務

諸表において採用した方法により算定した当中間

連結会計期間の 1株当たり純資産額は 51,058 円

36 銭であります。 

潜在株式調整後 1株当たり当期純利益   

              10,309 円 20 銭 

  当社は、平成 17 年 9月 9日付で普通株式 1

株に対し普通株式 5株の割合で株式分割を行い

ました。 

  なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合の前連結会計年度における（1株当

たり情報）の各数値は以下のとおりであります。

 1 株当たり純資産額     24,168 円 36 銭 

 1 株当たり当期純利益     10,120 円 37 銭 
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注）２．1 株あたり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益の基礎は以下のとおり 

であります。 

  

  

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日

至 平成 17 年６月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年６月 30 日） 至 平成 17年 12月 31日）

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日

 1 株当たり中間（当期）純利益金額       

中間連結（連結）損益計算書上の中間（当期）純利益     

 （千円） 
339,505 412,626 592,346

 普通株主に帰属しない金額 

            （千円） 
－ － 31,000

 （うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （31,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益           

            （千円） 
339,505 412,626 561,346

普通株式の期中平均株式数（株） 10,675 57,335 54,402

 潜在株式調整後 1 株当たり中間 

（当期）純利益金額 
    

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 普通株式増加数（株） － 1,102 49

 （うち新株予約権） （－)  （1,102)  （49）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の

数  455 個）。 

  

－ 

  

－
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（３）連結財務諸表等  
   注記事項 重要な後発事象 
【訂正前】 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

  至 平成 17 年６月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

   至 平成 18 年６月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年１月１日

至 平成17年12月31日）

当社は、平成 17 年８月 24 日開催の取締役会におい

て株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をし

ております。 

 なお、平成 17 年９月９日付をもって平成 17 年９月

９日最終の株主名簿に記載された株主の所有株数を

１株に付き５株の割合をもって分割し、分割により増

加した株式数は、普通株式数 44,668 株であります。 

１．平成 18 年 7 月 1日をもって普通株式 1株につき 2株に分割します。 

(1)分割により増加する株式数 

 普通株式 57,335 株 

(2)分割方法 

 平成18年6月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を、1株につき 2株の割合をもって分割します。   前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合

における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

 当社は、平成 18 年 5月 15 日開催の取締役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株を発行しております。 

２．配当起算日 

  平成 18 年 7月 1日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における 1株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における 1株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。 

   ───── 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年６月 30 日） 至 平成 16 年 12 月 31 日）

前連結会計年度 

（自 平成 16 年１月１日 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

26,839.04 円 24,168.36 円

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

6,360.76 円 10,120.37 円

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益につい

ては、新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価

が把握できませんので、記

載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、新株引受権および新株

予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握で

きませんので、記載してお

りません。 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日

至 平成 17 年６月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日

至 平成 18 年 6 月 30 日）

前連結会計年度  

（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 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額 

13,419.52 円 25,506.06 円 23,830.85 円  

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益  １株当たり当期純利益 

3,180.38 円 3,598.39 円 5,159.24 円  

なお、潜在株式調整後 1株

当たり中間純利益について

は、新株予約権の残高はあ

りますが当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把

握できないため、記載して

おりません。 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益      

3,534.22 円

 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益       

5,154.60 円  
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【訂正後】 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

    至 平成 17 年６月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月 １日 

   至 平成 18 年６月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日

  至 平成17年12月31日）

 当社は、平成 17 年８月 24 日開催の取締役会におい

て株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をし

ております。 

 なお、平成 17 年９月９日付をもって平成 17 年９月

９日最終の株主名簿に記載された株主の所有株数を

１株に付き５株の割合をもって分割し、分割により増

加した株式数は、普通株式数 44,668 株であります。 

１．平成 18 年 7 月 1日をもって普通株式 1株につき 2株に分割します。 

(1)分割により増加する株式数 

 普通株式 57,335 株 

(2)分割方法 

 平成18年6月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を、1株につき 2株の割合をもって分割します。   前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合

における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

当社は、平成 18 年 5月 15 日開催の取締役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株を発行しております。 

２．配当起算日 

  平成 18 年 7月 1日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における 1株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における 1株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。 

   ───── 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年６月 30 日） 至 平成 16 年 12 月 31 日）

前連結会計年度 

（自 平成 16 年１月１日 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

26,839.04 円 24,168.36 円

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

6,360.76 円 10,120.37 円

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益につい

ては、新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価

が把握できませんので、記

載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、新株引受権および新株

予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握で

きませんので、記載してお

りません。 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日

至 平成 17 年６月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日

至 平成 18 年 6 月 30 日）

前連結会計年度  

（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 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額 

13,419.52 円 25,506.06 円 23,830.85 円  

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益  １株当たり当期純利益 

3,180.38 円 3,598.39 円 5,159.24 円  

なお、潜在株式調整後 1株

当たり中間純利益について

は、新株予約権の残高はあ

りますが当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把

握できないため、記載して

おりません。 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益      

3,530.52 円

 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益       

5,154.60 円  
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（４）個別中間財務諸表等 
   注記事項 1 株当たり情報 
【訂正前】 

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）

１株当たり純資産額 137,910 円 97 銭 51,361 円 39 銭 48,836 円 64 銭

１株当たり中間（当期）純利益 32,081 円 06 銭 6,370 円 98 銭 10,863 円 49 銭

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、新株予約権の

残高はありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握でき

ないため、記載しておりません。

 6,257 円 37 銭

  

  当社は、平成 17 年 9月 9日付で

普通株式 1株に対し普通株式 5株の

割合で株式分割を行いました。 

 なお、前期首に当該株式分割が行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間における（1株当たり情報）の

各数値は以下のとおりであります。 

  

 1 株当たり純資産額 

         27,582 円 19 銭

   1 株当たり中間純利益  

          6,416 円 21 銭

           10,853 円 71 銭

  

 当社は、平成 17 年９月９日付で普

通株式１株に対し普通株式５株の割

合で株式分割を行いました。 

  なお、前期首に当該株式分割が行

われたと仮定した場合の前事業年度

における（１株当たり情報）の各数

値はそれぞれ以下のとおりでありま

す。 

  １株当たり純資産額 

         24,898 円 38 銭 

  １株当たり当期純利益 

         10,455 円 80 銭 

      （追加情報） 

 「1株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第 4号）が平成 18 年 1月

31 日付で改正されたことに伴い、当

中間会計期間から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式

に係る中間会計期間末の純資産額に

含めております。 

 なお、前中間会計期間に係る中間

財務諸表において採用していた方法

により算定した当中間会計期間の 1

株当たり純資産額は 51,407 円 62 銭

であります。 
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      （注）２. １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後 1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は 

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）

 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 株当たり中間（当期）純利益 
      

中間損益計算書上の中間（当期）純利益（千円） 342,465 365,279 621,955

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 31,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） (31,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 342,465 365,279 590,955

普通株式の期中平均株式数（株） 10,675 57,335 54,402

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額 － － －

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 普通増加株式数（株） － 1,041 49

 （うち新株予約権） （－）  （1,041）  （49）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の

数 455 個）。 

  

     ─────      ───── 
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【訂正後】 

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）

１株当たり純資産額 137,910 円 97 銭 51,361 円 39 銭 48,836 円 64 銭

１株当たり中間（当期）純利益 32,081 円 06 銭 6,370 円 98 銭 10,863 円 49 銭

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、新株予約権の

残高はありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握でき

ないため、記載しておりません。

 6,250 円 82 銭

   当社は、平成 17 年 9 月 9日付

で普通株式 1株に対し普通株式 5株

の割合で株式分割を行いました。

 なお、前期首に当該株式分割が行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間における（1株当たり情報）の

各数値は以下のとおりであります。 

  

 1 株当たり純資産額 

        27,582 円 19 銭 

   1 株当たり中間純利益  

         6,416 円 21 銭 

               10,853 円 71 銭

 当社は、平成 17 年９月９日付で普

通株式１株に対し普通株式５株の割

合で株式分割を行いました。 

  なお、前期首に当該株式分割が行

われたと仮定した場合の前事業年度

における（１株当たり情報）の各数

値はそれぞれ以下のとおりでありま

す。 

  １株当たり純資産額 

         24,898 円 38 銭 

  １株当たり当期純利益 

         10,455 円 80 銭 

      （追加情報） 

 「1株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第 4号）が平成 18 年 1月

31 日付で改正されたことに伴い、当

中間会計期間から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式

に係る中間会計期間末の純資産額に

含めております。 

 なお、前中間会計期間に係る中間

財務諸表において採用していた方法

により算定した当中間会計期間の 1

株当たり純資産額は 51,407 円 62 銭

であります。 
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            （注）２. １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は 

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）

 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 株当たり中間（当期）純利益 
      

中間損益計算書上の中間（当期）純利益（千円） 342,465 365,279 621,955

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 31,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） (31,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 342,465 365,279 590,955

普通株式の期中平均株式数（株） 10,675 57,335 54,402

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額 － － －

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 普通増加株式数（株） － 1,102 49

 （うち新株予約権） （－） (1,102)  （49）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の

数 455 個）。 

  

     ─────      ───── 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Copyright (C) 2007 GMO HOSTING & SECURITY, INC. All Rights Reserved. 

 
    （５）個別中間財務諸表等 

注記事項 重要な後発事象 
【訂正前】  

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）

 当社は、平成 17 年８月 24 日開催の取締役会におい

て株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をし

ております。 

 なお、平成 17 年９月９日付をもって平成 17 年９月

９日最終の株主名簿に記載された株主の所有株数を

１株に付き５株の割合をもって分割し、分割により増

加した株式数は、普通株式数 44,668 株であります。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合

における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

 当社は、平成 18 年 5 月 15 日開催の取締役会の決議に基づき、次のように

株式分割による新株を発行しております。 

１．平成 18 年 7 月 1日をもって普通株式 1株につき 2株に分割します。 

(1)分割により増加する株式数 

 普通株式 57,335 株 

(2)分割方法 

 平成 18 年 6 月 30 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録され

た株主の所有株式数を、1株につき 2 株の割合をもって分割します。  

２．配当起算日 

  平成 18 年 7月 1日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における 1株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における 1株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 

     ───── 

当中間会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年６月 30 日） 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年１月１日 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

27,582.19 円 24,893.38 円 

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

6,416.21 円 10,454.80 円 

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、新株予約権の残高はあ

りますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が

把握できませんので、記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、新株引受権および新株

予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握で

きませんので、記載してお

りません。 

 

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 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額 

13,719.10 円 25,680.69 円 24,418.32 円  

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益  １株当たり当期純利益 

3,280.11 円 3,185.49 円 5,431.74 円  

なお、潜在株式調整後 1株

当たり中間純利益について

は、新株予約権の残高はあ

りますが当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把

握できないため、記載して

おりません。 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益      

3,128.69 円

 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益       

5,426.85 円  
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【訂正後】  

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）

 当社は、平成 17 年８月 24 日開催の取締役会におい

て株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をし

ております。 

 なお、平成 17 年９月９日付をもって平成 17 年９月

９日最終の株主名簿に記載された株主の所有株数を

１株に付き５株の割合をもって分割し、分割により増

加した株式数は、普通株式数 44,668 株であります。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合

における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

当社は、平成 18 年 5月 15 日開催の取締役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株を発行しております。 

１．平成 18 年 7 月 1日をもって普通株式 1株につき 2株に分割します。 

(1)分割により増加する株式数 

 普通株式 57,335 株 

(2)分割方法 

 平成 18 年 6 月 30 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録され

た株主の所有株式数を、1株につき 2 株の割合をもって分割します。  

２．配当起算日 

  平成 18 年 7月 1日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における 1株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における 1株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 

     ───── 

当中間会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年６月 30 日） 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年１月１日 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

27,582.19 円 24,893.38 円 

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

6,416.21 円 10,454.80 円 

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、新株予約権の残高はあ

りますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が

把握できませんので、記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、新株引受権および新株

予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握で

きませんので、記載してお

りません。 

 

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 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額 

13,719.10 円 25,680.69 円 24,418.32 円  

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益  １株当たり当期純利益 

3,280.11 円 3,185.49 円 5,431.74 円  

なお、潜在株式調整後 1株

当たり中間純利益について

は、新株予約権の残高はあ

りますが当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把

握できないため、記載して

おりません。 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益      

3,125.41 円

 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益       

5,426.85 円  

 

  

 
以上 

 
 


