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（訂正）「平成 20 年 2 月期 中間決算短信（非連結）」の一部訂正に関するお知らせ 
 

平成 19 年 10 月 10 日に開示しました「平成 20 年 2 月期 中間決算短信（非連結）」につ

きまして、一部訂正する箇所がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正箇所には下

線を付しております。 
 

記 
 
１．訂正箇所 
  ① 15 ページ （3）中間株主資本等変動計算書  

          当中間会計期間(自 平成 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日) 
  ② 28 ページ   3 配当に関する事項 
 

 



２．訂正内容 
① 15 ページ 
 （3）中間株主資本等変動計算書 
  当中間会計期間(自 平成 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日) 

 純資産合計欄の△18,729 は、新株の発行によるものではなく剰余金の配当によるものであ

ります。この訂正に伴い、新株の発行欄を削除しております。 
 
（訂正前） 

当中間会計期間(自 平成 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日) 
株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成 19 年２月 28 日残高(千円) 496,310 608,360 608,360 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 ― ― ― 

 剰余金の配当 ― ― ― 

 中間純損失 ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― 

平成 19 年８月 31 日残高(千円) 496,310 608,360 608,360 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成 19 年２月 28 日残高(千円) 18,562 170,000 45,709 234,271 1,338,941 

中間会計期間中の変動額      

 新株の発行 ― ― ― ― ― 

 剰余金の配当 ―  △18,729 △18,729 △18,729 

 中間純損失 ― ― △7,151 △7,151 △7,151 

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― △25,880 △25,880 △25,880 

平成 19 年８月 31 日残高(千円) 18,562 170,000 19,828 208,391 1,313,061 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年２月 28 日残高(千円) 8,952 8,952 1,347,893 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 ― ― △18,729 

 剰余金の配当 ― ― ― 

 中間純損失 ― ― △7,151 

 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) △8,513 △8,513 △8,513 

中間会計期間中の変動額合計(千円) △8,513 △8,513 △34,394 

平成 19 年８月 31 日残高(千円) 438 438 1,313,499 



（訂正後） 
当中間会計期間(自 平成 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成 19 年２月 28 日残高(千円) 496,310 608,360 608,360 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― ― 

 中間純損失 ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― 

平成 19 年８月 31 日残高(千円) 496,310 608,360 608,360 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成 19 年２月 28 日残高(千円) 18,562 170,000 45,709 234,271 1,338,941 

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当 ―  △18,729 △18,729 △18,729 

 中間純損失 ― ― △7,151 △7,151 △7,151 

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― △25,880 △25,880 △25,880 

平成 19 年８月 31 日残高(千円) 18,562 170,000 19,828 208,391 1,313,061 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年２月 28 日残高(千円) 8,952 8,952 1,347,893 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △18,729 

 中間純損失 ― ― △7,151 

 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) △8,513 △8,513 △8,513 

中間会計期間中の変動額合計(千円) △8,513 △8,513 △34,394 

平成 19 年８月 31 日残高(千円) 438 438 1,313,499 

 



② 28 ページ 
 ３  配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 
   配当の基準日を訂正するものであります。 

 
（訂正前） 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年５月 29 日 
定時株主総会 

普通株式 18,508 9 平成18年２月28日 平成 18 年５月 29 日 

平成 18年 10月 10日
取締役会 

普通株式 18,729 9 平成19年８月31日 平成 18 年 11 月 10日

 
（訂正後） 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年５月 29 日 
定時株主総会 

普通株式 18,508 9 平成18年２月28日 平成 18 年５月 29 日 

平成 18年 10月 10日
取締役会 

普通株式 18,729 9 平成18年８月31日 平成 18 年 11 月 10日

 
 

以 上 


