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（訂正・数値データ訂正あり） 

平成19年３月期  決算短信の一部訂正について 
 
平成 19 年 5 月 11 日に開示いたしました「平成 19 年３月期 決算短信」の記載について一部誤

りがありましたので、下記の通りお知らせ致します。 
なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 
記 

 
【訂正箇所 平成19年３月期 決算短信 1ページ】 
１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(1)連結経営成績 
 
（訂正前）                  （訂正後）  

 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

               円    銭 

19年３月期 
18年３月期 

22   03 
20  35 

 

 
 
【訂正箇所 平成19年３月期 決算短信 2ページ】 
（参考）個別業績の概要 
１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(1) 個別経営成績 
 
（訂正前）                                  （訂正後）  

 
潜在株式調整後 

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 

               円    銭 

19年３月期 
18年３月期 

14   62 
12  17 

 

 

19年３月期 
18年３月期 

              円    銭 

15   28 
12  17 

 

 

 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

               円    銭 

19年３月期 
18年３月期 

22  70  
20  35 

 



【訂正箇所 平成19年３月期 決算短信 43ページ】 
（１株当たり情報） 

 

(訂正前) 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 139.75円       186.07円 

１株当たり当期純利益 30.79円 27.57円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 20.35円   22.03円 

 

１株当たり純資産額について
は、期末純資産額から「期末
発行済優先株式数×発行価
額」及び「その他の普通株主
に帰属しない金額」を控除し
た金額を、期末発行済普通株
式数（自己株式を除く）で除
して計算しています。 

（追加情報） 

「1株当たりの当期純利益に
関する会計基準の適用方針」
（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、当連結
会計年度から繰延ヘッジ損益
（税効果調整後）の金額を普
通株式に係る当連結会計年度
末の純資産額に含めておりま
す。なお、前連結会計年度末
において採用していた方法に
より算定した当連結会計年度
末の１株当たり純資産額は、
186.30円であります。 

 （注）１ １株当たり情報の計算については、自己株式を控除して算出しております。 

 

(訂正後) 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 139.75円       186.07円 

１株当たり当期純利益 30.79円 27.57円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 20.35円   22.70円 

 

１株当たり純資産額について
は、期末純資産額から「期末
発行済優先株式数×発行価
額」及び「その他の普通株主
に帰属しない金額」を控除し
た金額を、期末発行済普通株
式数（自己株式を除く）で除
して計算しています。 

（追加情報） 

「1株当たりの当期純利益に
関する会計基準の適用方針」
（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、当連結
会計年度から繰延ヘッジ損益
（税効果調整後）の金額を普
通株式に係る当連結会計年度
末の純資産額に含めておりま
す。なお、前連結会計年度末
において採用していた方法に
より算定した当連結会計年度
末の１株当たり純資産額は、
186.30円であります。 

 （注）１ １株当たり情報の計算については、自己株式を控除して算出しております。 



【訂正箇所 平成19年３月期 決算短信 44ページ】 
(注)２ 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
 （訂正前） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当り当期純利益   

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 7,124 7,383 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 13 214 

（うち利益処分による役員賞与金(百万円)） (13) (－) 

（うちＣ種優先株式配当金）                       （－） (214) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,110 7,168 

普通株式の期中平均株式数（株） 230,950,871 259,980,460 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円）  ―  ― 

普通株式増加数（株）              118,450,618               65,338,049 

（うちＡ種優先株式（株））  (22,450,531) (－) 

（うちＢ種優先株式（株）） (29,934,041) (－) 

（うちＣ種優先株式（株）） (58,641,975) (58,641,975) 

（うちＤ種優先株式（株）） (7,424,071) (6,696,074) 

 
（訂正後） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当り当期純利益   

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 7,124 7,383 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 13 214 

（うち利益処分による役員賞与金(百万円)） (13) (－) 

（うちＣ種優先株式配当金）                       （－） (214) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,110 7,168 

普通株式の期中平均株式数（株） 230,950,871 259,980,460 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円）  ― 214 

（うちＣ種優先株式配当金）  （－） (214) 

普通株式増加数（株）              118,450,618               65,338,049 

（うちＡ種優先株式（株）） (22,450,531) (－) 

（うちＢ種優先株式（株）） (29,934,041) (－) 

（うちＣ種優先株式（株）） (58,641,975) (58,641,975) 

（うちＤ種優先株式（株）） (7,424,071) (6,696,074) 

 

 
 
 



【訂正箇所 平成19年３月期 決算短信 66ページ】 
（１株当たり情報） 

 

（訂正前） 

項目 
第56期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第57期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 99.37円       139.50円 

１株当たり当期純利益 18.42円 18.29円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

12.17円   14.62円 

 

１株当たり純資産額について
は、期末純資産額から「期末発
行済優先株式数×発行価額」及
び「その他の普通株主に帰属し
ない金額」を控除した金額を、
期末発行済普通株式数（自己株
式を除く）で除して計算してい
ます。 

（追加情報） 

「1株当たりの当期純利益に関
する会計基準の適用方針」（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、当事業年度から繰
延ヘッジ損益（税効果調整後）
の金額を普通株式に係る当事業
年度末の純資産額に含めており
ます。なお、前事業年度末にお
いて採用していた方法により算
定した当事業年度末の１株当た
り純資産額は、139.73円であり
ます。 

  

（訂正後） 

項目 
第56期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第57期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 99.37円       139.50円 

１株当たり当期純利益 18.42円 18.29円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

12.17円   15.28円 

 

１株当たり純資産額について
は、期末純資産額から「期末発
行済優先株式数×発行価額」及
び「その他の普通株主に帰属し
ない金額」を控除した金額を、
期末発行済普通株式数（自己株
式を除く）で除して計算してい
ます。 

（追加情報） 

「1株当たりの当期純利益に関
する会計基準の適用方針」（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、当事業年度から繰
延ヘッジ損益（税効果調整後）
の金額を普通株式に係る当事業
年度末の純資産額に含めており
ます。なお、前事業年度末にお
いて採用していた方法により算
定した当事業年度末の１株当た
り純資産額は、139.73円であり
ます。 

 

 



【訂正箇所 平成19年３月期 決算短信 66ページ】 
（１株当たり情報） 

(注)２ 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 

（訂正前） 

項目 
第56期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第57期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 4,253 4,969 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― 214 

（うちＣ種優先株式配当金） （―） （214）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,253 4,754 

普通株式の期中平均株式数（株） 230,950,871 259,980,460 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円）  ―            ― 

普通株式増加数（株）       118,450,618 65,338,049 

（うちＡ種優先株式（株）） （22,450,531） (－) 

（うちＢ種優先株式（株）） （29,934,041） (－) 

（うちＣ種優先株式（株）） （58,641,975） (58,641,975) 

（うちＤ種優先株式（株）） （7,424,071） (6,696,074) 

 

（訂正後） 

項目 
第56期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第57期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 4,253 4,969 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― 214 

（うちＣ種優先株式配当金） （―） （214）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,253 4,754 

普通株式の期中平均株式数（株） 230,950,871 259,980,460 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円）  ― 214 

（うちＣ種優先株式配当金）  （－） (214) 

普通株式増加数（株）        118,450,618 65,338,049 

（うちＡ種優先株式（株）） （22,450,531） (－) 

（うちＢ種優先株式（株）） （29,934,041） (－) 

（うちＣ種優先株式（株）） （58,641,975） (58,641,975) 

（うちＤ種優先株式（株）） （7,424,071） (6,696,074) 

 

   以上 
 


