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平成20年５月19日 

各   位 
      会 社 名 日 本 橋 梁 株 式 会 社 

      代 表者名 代表取締役社長 松 田  彰 

      コード番号 5912 東証・大証第一部 

      問 合せ先 取締役 企画管理本部長 

        坂  下   清  信 
        TEL 078-941-4027 
        URL www.nihon-kyoryo.co.jp 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「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16日に公表しました「平成20年３月期 中間決算短信」の記載内容に一部訂正

がありましたので、下記のとおり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。 

また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 
 

記 

【訂正理由】 

 「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」の算出に

おいて、普通株主に帰属しない金額（優先株式に係る優先配当要支払額）に誤りがあった為、また、「１

株当たり純資産」の算出において、優先株式に係る累積優先配当額に誤りがあった為、連結及び個別

の「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」及び「１株当た

り純資産」を訂正するものです。 

 

[訂正前] 
  

【１ページ】 

1. 平成19年９月中間期の連結業績 (平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

 (1)連結経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年９月中間期 3,876 50.6 95 － 64 － 233 －

18 年９月中間期 2,573 △47.5 △1,239 － △1,366 － △7,313 －

    19 年３月期 6,527 － △2,404 － △2,666 － △4,545 －

 

 
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 

 円 銭 円 銭

19 年９月中間期    13  45 １  80 

18 年９月中間期 △286  65 －  － 

    19 年３月期 △492  31 －  － 

(参考)持株法投資損益  19 年９月中間期 －百万円  18 年９月中間期 －百万円  19 年３月期 －百万円 
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 (2)連結財政状態 

 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

19 年９月中間期  8,913   1,758   19.7 △211  91 

18 年９月中間期  9,448 △6,121 △64.8 △279  18 

    19 年３月期 10,510   1,024    9.7 △225  36 

(参考)自己資本  19年９月中間期 1,758百万円  18年９月中間期 △6,121百万円  19年３月期 1,024百万円 

 

【２ページ】 

(参考)個別業績の概要 

1.平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 (1)個別経営成績                           (％表示は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年９月中間期 3,855 65.1 100 － 70 － 302 －

18 年９月中間期 2,335 △44.6 △1,243 － △1,369 － △7,314 －

    19 年３月期 6,228 － △2,368 － △2,627 － △4,550 －

 

 １株当たり中間 

(当期)純利益 

 円 銭

19 年９月中間期    17  41 

18 年９月中間期 △286  70 

    19 年３月期 △492  89 

 

 (2)個別財政状態 

 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

19 年９月中間期  9,284   1,758   18.9 △211  91 

18 年９月中間期  9,649 △6,186 △64.1 △281  72 

    19 年３月期 10,796     955    8.9 △229  31 

(参考)自己資本  19 年９月中間期 1,758 百万円  18 年９月中間期 △6,186 百万円  19 年３月期 955 百万円 
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【31ページ】 

（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  △279円18銭 

 

１株当たり中間純損失  286円65銭 

 

(注)１株当たり純資産額については、

中間期末純資産額から「中間期末

優先株式数×発行価額」を控除し

た金額を、中間期末発行済普通株

式数（「自己株式」を除く）で除

して計算しております。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、中間純損

失であるため記載はしておりま

せん。 

１株当たり純資産額  △211円91銭

 

１株当たり中間純利益   13円45銭

 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益   １円 80 銭

 

(注)１株当たり純資産額については、

中間期末純資産額から「中間期末

優先株式数×発行価額」を控除し

た金額を、中間期末発行済普通株

式数（「自己株式」を除く）で除

して計算しております。 

 

１株当たり純資産額  △225円36銭

 

１株当たり当期純損失  492円31銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、１株当たり当期純

損失のため記載しておりません。 
１株当たり純資産額については、期末

純資産額から「期末優先株式数×発行

価額」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

除して計算しております。 
当社は、平成 18 年 12 月 26 日付で普

通株式４株を１株に株式併合を行っ

ております。なお、当該株式併合が前

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、以下のとおりでありま

す。 

１株当たり純資産額    41円32銭

１株当たり当期純損失  190円99銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、１株当たり当期純

損失のため記載しておりません。 
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【32ページ】 

（注）１株当たり中間純利益、中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の 

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)

中間純利益又は中間(当期)

純損失(△)(千円) 
△7,313,430 233,733 △4,545,292

普通株主に帰属しない金額 

(千円) 
－ － －

普通株式に係る中間純利益 

又は中間(当期)純損失(△) 

(千円) 

△7,313,430 233,733 △4,545,292

普通株式の期中平均株式数 

(千株) 
25,509 17,374 9,232

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益の算定に用いら

れた普通株式増加数の内訳 

転換株式(千株) 

－ 112,216 －

希薄化効果を有しないため

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

第一回優先株式 

      5,000,0000 株

詳細については、「第４提

出会社の状況」の 

「１株式等の状況」の 

「(1)株式の総数等」の 

「②発行済株式」に記載の

とおりであります。 

 

         第一回優先株式 

      5,000,000 株 

第二回優先株式 

      12,312,500 株 

詳細については、第４ 

「提出会社の状況」の 
１「株式等の状況」の 
(1)「株式の総数等」の 
②「発行済株式」の注記に

記載のとおりであります。 

 

（注）１株当たり純資産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)

貸借対照表の純資産の部の

合計額(千円) 
－ 1,758,158 1,024,398

普通株式に係る純資産額 

(千円) 
－ △3,681,841 △3,915,601

差額の主な内容 

配当請求権及び残余財産

分配請求権が優先的な株

式の払込金額(千円) 

－ 5,440,000 4,940,000

普通株式の発行済株式数 

(千株) 
－ 17,389 17,389

普通株式の自己株式数 

(千株) 
－ 15 14

１株当たり純資産額の算定

に用いられる普通株式の数 

(千株) 
－ 17,374 17,374
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[訂正後] 

 (金額の単位:百万円) 
【１ページ】 

1. 平成19年９月中間期の連結業績 (平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

 (1)連結経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年９月中間期 3,876 50.6 95 － 64 － 233 －

18 年９月中間期 2,573 △47.5 △1,239 － △1,366 － △7,313 －

    19 年３月期 6,527 － △2,404 － △2,666 － △4,545 －

 

 
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 

 円 銭 円 銭

19 年９月中間期    11  35 １  81 

18 年９月中間期 △286  65 －  － 

    19 年３月期 △492  31 －  － 

(参考)持株法投資損益  19 年９月中間期 －百万円  18 年９月中間期 －百万円  19 年３月期 －百万円 

 

 (2)連結財政状態 

 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

19 年９月中間期  8,913   1,758   19.7 △215  34 

18 年９月中間期  9,448 △6,121 △64.8 △279  18 

    19 年３月期 10,510   1,024    9.7 △225  36 

(参考)自己資本  19年９月中間期 1,758百万円  18年９月中間期 △6,121百万円  19年３月期 1,024百万円 

 

【２ページ】 

(参考)個別業績の概要 

1.平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 (1)個別経営成績                           (％表示は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19 年９月中間期 3,855 65.1 100 － 70 － 302 －

18 年９月中間期 2,335 △44.6 △1,243 － △1,369 － △7,314 －

    19 年３月期 6,228 － △2,368 － △2,627 － △4,550 －

 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 円 銭
19 年９月中間期    15  31 

18 年９月中間期 △286  70 

    19 年３月期 △492  89 



 

 - 6 - 

 (2)個別財政状態 

 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

19 年９月中間期  9,284   1,758   18.9 △215  34 

18 年９月中間期  9,649 △6,186 △64.1 △281  72 

    19 年３月期 10,796     955    8.9 △229  31 

(参考)自己資本  19 年９月中間期 1,758 百万円  18 年９月中間期 △6,186 百万円  19 年３月期 955 百万円 

 

【31ページ】 

（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  △279円18銭 

 

１株当たり中間純損失 △286円65銭 

 

(注)１株当たり純資産額については、

中間期末純資産額から「中間期末

優先株式数×発行価額」を控除し

た金額を、中間期末発行済普通株

式数（「自己株式」を除く）で除

して計算しております。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当た

り中間純損失であるため記載し

ておりません。 

１株当たり純資産額  △213円34銭

 

１株当たり中間純利益   11円35銭

 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益   １円 81 銭

 

(注)１株当たり純資産額については、

中間期末純資産額から「中間期末

優先株式数×発行価額」を控除し

た金額を、中間期末発行済普通株

式数（「自己株式」を除く）で除

して計算しております。 

 

１株当たり純資産額  △225円36銭

 

１株当たり当期純損失  492円31銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、１株当たり当期純

損失のため記載しておりません。 
１株当たり純資産額については、期末

純資産額から「期末優先株式数×発行

価額」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

除して計算しております。 
当社は、平成 18 年 12 月 26 日付で普

通株式４株を１株に株式併合を行っ

ております。なお、当該株式併合が前

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、以下のとおりでありま

す。 

１株当たり純資産額    41円32銭

１株当たり当期純損失  190円99銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、１株当たり当期純

損失のため記載しておりません。 
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【32ページ】 

（注）１株当たり中間純利益、中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の 

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)

中間純利益又は中間(当期)

純損失(△)(千円) 
△7,313,430 233,733 △4,545,292

普通株主に帰属しない金額 

(千円) 
－ 36,498 －

(うち優先株式に係る優先

配当額(中間会計期間にお

ける要支払額) 

(千円)) 

－ 36,498 －

普通株式に係る中間純利益 

又は中間(当期)純損失(△) 

(千円) 

△7,313,430 197,235 △4,545,292

普通株式の期中平均株式数 

(千株) 
25,509 17,374 9,232

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益の算定に用いら

れた普通株式増加数の内訳 

転換株式(千株) 

－ 111,714 －

希薄化効果を有しないため

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

第一回優先株式 

      5,000,0000 株

 

         第一回優先株式 
      5,000,000 株 

第二回優先株式 

      12,312,500 株 
 

 

（注）１株当たり純資産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)

貸借対照表の純資産の部 

の合計額(千円) 
－ 1,758,158 1,024,398

普通株式に係る純資産額 

(千円) 
－ △3,741,424 △3,915,601

差額の主な内容 

配当請求権及び残余財産

分配請求権が優先的な株

式の払込金額(千円) 

－ 5,440,000 4,940,000

 優先株式に係る累積優先

配当額(千円) 
－ 59,582 －

普通株式の発行済株式数 

(千株) 
－ 17,389 17,389

普通株式の自己株式数 

(千株) 
－ 15 14

１株当たり純資産額の算定

に用いられる普通株式の数 

(千株) 
－ 17,374 17,374

 

以 上 


