
 

 
平成19年11月28日 

各  位 

名 古 屋 市 中 区 栄 三 丁 目 18 番 1 号 

株 式 会 社 日 本 テ ク シ ー ド 

代 表 取 締 役 社 長  森 本 一 臣 

 （コード番号：2431） 

問い合わせ先
取 締 役 

経営管理本部長 
近藤 登 

電 話 番 号 052（ 242） 9001 

 

（訂正）「平成20年３月期 中間決算短信」の一部訂正について 

平成19年11月6日発表の「平成20年３月期 中間決算短信」について、一部記載に誤りがありましたので、

下記のとおり開示資料を訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

記 

（訂正前） 
４．中間連結財務諸表 
注記事項 
（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

  （自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 19 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（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  952.54 円 １株当たり純資産額  499.66 円 １株当たり純資産額  504.34 円 

１株当たり中間純利益 

金額 
32.20 円 

１株当たり中間純損失

金額 
4.87 円 

１株当たり当期純利益 

金額  
44.18 円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中間純損

失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 当社は、平成 18 年 10 月１日付で株式１株

につき２株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前連結会計年度における

１株当たり情報については以下のとおりとな

ります。 

    １株当たり純資産額 470.79 円 

     １株当たり当期純利益 

金額 
75.17 円 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成19 年９月30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（千円） 
80,508 △82,756 220,921 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益又は普

通株式に係る中間純損失（△） 

（千円） 

80,508 △82,756 220,921 

期中平均株式数（株） 2,500,000 4,999,949 4,999,990 

 
 



 

（訂正後） 
４．中間連結財務諸表 
注記事項 
（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

  （自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 19 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（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  952.54 円 １株当たり純資産額  473.88 円 １株当たり純資産額  504.34 円 

１株当たり中間純利益 

金額 
32.20 円 

１株当たり中間純損失

金額 
16.55 円 

１株当たり当期純利益 

金額  
44.18 円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中間純損

失であり、また、潜在株式が存在しないため

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

利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

   当社は、平成 18 年 10 月１日付で株式１株

につき２株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前連結会計年度における

１株当たり情報については以下のとおりとな

ります。 

    １株当たり純資産額 470.79 円 

     １株当たり当期純利益 

金額 
75.17 円 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成19 年９月30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（千円） 
80,508 △82,756 220,921 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益又は普

通株式に係る中間純損失（△） 

（千円） 

80,508 △82,756 220,921 

期中平均株式数（株） 2,500,000 4,999,949 4,999,990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正前） 

５．中間個別財務諸表 
（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４月１日 至平成19年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金   

その他利益剰余金 自己株式 
 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 
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９月 31 日 残高 

（千円） 
715,790 677,651 677,651  21,530 400,000  770,747 1,192,277  △33 2,585,686  

中間会計期間中の変動額                   

剰余金の配当（注）        △62,499 △62,499   △62,499  

中間純損失        △24,372 △24,372   △24,372  

自己株式の取得           △7 △7  

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額） 
             

中間会計期間中の変動額合

計（千円） 
       △86,871 △86,871  △7 △86,879  

平成 19 年９月 30 日 残高 

（千円） 
715,790 677,651 677,651  21,530 400,000  683,875 1,105,405  △40 2,498,807  

  
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３月 31 日 残高 

（千円）
7,372 7,372  2,593,058 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注）    △62,499 

中間純損失    △24,372 

自己株式の取得    △7 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△7,924 △7,924  △7,924 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円）
△7,924 △7,924  △94,803 

平成 19 年９月 30 日 残高 

（千円）
△551 △551  2,498,255 

（注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 
５．中間個別財務諸表 
（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４月１日 至平成19年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金   

その他利益剰余金 自己株式 
 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 
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３月 31 日 残高 

（千円） 
715,790 677,651 677,651  21,530 400,000  770,747 1,192,277  △33 2,585,686  

中間会計期間中の変動額                   

剰余金の配当（注）        △62,499 △62,499   △62,499  

中間純損失        △24,372 △24,372   △24,372  

自己株式の取得           △7 △7  

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額） 
             

中間会計期間中の変動額合

計（千円） 
       △86,871 △86,871  △7 △86,879  

平成 19 年９月 30 日 残高 

（千円） 
715,790 677,651 677,651  21,530 400,000  683,875 1,105,405  △40 2,498,807  

  
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３月 31 日 残高 

（千円）
7,372 7,372  2,593,058 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注）    △62,499 

中間純損失    △24,372 

自己株式の取得    △7 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△7,924 △7,924  △7,924 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円）
△7,924 △7,924  △94,803 

平成 19 年９月 30 日 残高 

（千円）
△551 △551  2,498,255 

（注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

以  上 


