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（訂正・数値データ訂正あり）「平成20年５月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成20年７月18日付で発表いたしました「平成20年５月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがありま

したので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

（訂正理由） 

 連結貸借対照表の純資産内での「利益剰余金」計上額と「少数株主持分」計上額において入り繰りがありま

したので、当該事項および本件訂正に伴い付随する事項について訂正を行うものであります。 

 

（訂正箇所 １ページ） 

１．20年５月期の連結業績（平成19年６月１日～平成20年５月31日） 

（２）連結財政状態 

（訂正前） 

 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

20年５月期 38,813 8,932 21.7 221.17

19年５月期 37,635 9,168 23.2 221.65

(参考) 自己資本    20年５月期 8,438百万円    19年５月期 8,744百万円 

 

（訂正後） 

 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

20年５月期 38,813 8,932 21.8 221.60

19年５月期 37,635 9,168 23.2 221.65

(参考) 自己資本    20年５月期 8,454百万円    19年５月期 8,744百万円 

 

（訂正箇所 ５ページ） 

１．経営成績 

（２）財政状態に関する分析 

  ①資産・負債・純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

（訂正前） 

・純資産の部 

  当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末比２億35百万円減の89億32百万円となりました。 

 その主な要因は、剰余金の配当、自己株式の取得等によるものであります。その結果、自己資本比率は、21.7％

（前連結会計年度は23.2％）となりました。 



 

（訂正後） 

・純資産の部 

  当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末比２億35百万円減の89億32百万円となりました。 

 その主な要因は、剰余金の配当、自己株式の取得等によるものであります。その結果、自己資本比率は、21.8％

（前連結会計年度は23.2％）となりました。 

  ②キャッシュ・フロー関連指標の推移（参考） 

（訂正前） 

 平成１８年５月期 平成１９年５月期 平成２０年５月期 

自 己 資 本 比 率 20.9％ 23.2％ 21.7％ 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率 33.2％ 14.3％ 7.5％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 31.5年 2.5年 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 1.1倍 14.6倍 － 

 

（訂正後） 

 平成１８年５月期 平成１９年５月期 平成２０年５月期 

自 己 資 本 比 率 20.9％ 23.2％ 21.8％ 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率 33.2％ 14.3％ 7.5％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 31.5年 2.5年 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 1.1倍 14.6倍 － 

 



 

（訂正箇所12ページ） 

４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

（訂正前） 

  
前連結会計年度 

(平成19年５月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月31日) 
増減 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

(％)
金額（百万円） 

構成比 

(％) 
金額（百万円）

(負債の部)    

（中 略） 

   負債合計  28,467 75.6 29,881 77.0 1,413

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  4,079 10.8 4,079 10.5 

２ 資本剰余金  3,823 10.2 3,823 9.8 

３ 利益剰余金  856 2.3 726 1.9 

４ 自己株式  △2 △0.0 △134 △0.3 

   株主資本合計  8,757 23.3 8,494 21.9 △262

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金  △14 △0.0 △54 △0.1 

 ２ 為替換算調整勘定  2 0.0 △1 △0.0 

   評価・換算差額等合計  △12 △0.0 △56 △0.1 △44

Ⅲ 新株予約権  12 0.0 29 0.0 16

Ⅳ 少数株主持分  410 1.1 465 1.2 54

 純資産合計  9,168 24.4 8,932 23.0 △235

 負債・純資産合計  37,635 100.0 38,813 100.0 1,178

    



（訂正後） 

  
前連結会計年度 

(平成19年５月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年５月31日) 
増減 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

(％)
金額（百万円） 

構成比 

(％) 
金額（百万円）

(負債の部)    

（中 略） 

   負債合計  28,467 75.6 29,881 77.0 1,413

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  4,079 10.8 4,079 10.5 

２ 資本剰余金  3,823 10.2 3,823 9.8 

３ 利益剰余金  856 2.3 742 1.9 

４ 自己株式  △2 △0.0 △134 △0.3 

   株主資本合計  8,757 23.3 8,511 21.9 △245

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金  △14 △0.0 △54 △0.1 

 ２ 為替換算調整勘定  2 0.0 △1 △0.0 

   評価・換算差額等合計  △12 △0.0 △56 △0.1 △44

Ⅲ 新株予約権  12 0.0 29 0.0 16

Ⅳ 少数株主持分  410 1.1 448 1.2 38

 純資産合計  9,168 24.4 8,932 23.0 △235

 負債・純資産合計  37,635 100.0 38,813 100.0 1,178

    



（訂正箇所15ページ） 

４．連結財務諸表 

（３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

当連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 
合計 

平成19年５月31日残高 
(百万円) 

4,079 3,823 856 △2 8,757

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △134  △134

当期純利益 4  4

自己株式の取得 △131 △131

連結除外による 
利益剰余金の減少 

△0  △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額) 

 ―

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △130 △131 △262

平成20年５月31日残高 
(百万円) 

4,079 3,823 726 △134 8,494

 

 

評価・換算差額等 
新株 
予約権 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 その他有価証

券評価差額金
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年５月31日残高 
(百万円) 

△14 2 △12 12 410 9,168

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当   △134

当期純利益   4

自己株式の取得   △131

連結除外による 
利益剰余金の減少 

  △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額) 

△40 △3 △44 16 54 26

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△40 △3 △44 16 54 △235

平成20年５月31日残高 
(百万円) 

△54 △1 △56 29 465 8,932

 



（訂正後） 

当連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 
合計 

平成19年５月31日残高 
(百万円) 

4,079 3,823 856 △2 8,757

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △118  △118

当期純利益 4  4

自己株式の取得 △131 △131

連結除外による 
利益剰余金の減少 

△0  △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額) 

 ―

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △114 △131 △245

平成20年５月31日残高 
(百万円) 

4,079 3,823 742 △134 8,511

 

 

評価・換算差額等 
新株 
予約権 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 その他有価証

券評価差額金
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年５月31日残高 
(百万円) 

△14 2 △12 12 410 9,168

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当   △118

当期純利益   4

自己株式の取得   △131

連結除外による 
利益剰余金の減少 

  △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額) 

△40 △3 △44 16 38 10

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△40 △3 △44 16 38 △235

平成20年５月31日残高 
(百万円) 

△54 △1 △56 29 448 8,932



（訂正箇所32ページ） 

（６）連結財務諸表に関する注記事項 

(１株当たり情報) 

（訂正前） 
前連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

１株当たり純資産額               221.65円 １株当たり純資産額               221.17円 

１株当たり当期純利益               0.41円 １株当たり当期純利益               0.12円 

（注）１ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

２ 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。 

項目 
前連結会計年度 

(平成19年５月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年５月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の
合計額 

(百万円) 9,168 8,932

純資産の部の合計額から 
控除する金額 

(百万円) 423 494

(うち新株予約権) (百万円) 12 29

(うち少数株主持分) (百万円) 410 465

普通株主に係る期末の純 
資産額 

(百万円) 8,744 8,438

１株当たり純資産額の算 
定に用いられた期末の普 
通株式の数 

(株) 39,453,111 38,152,811

 

（訂正後） 
前連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

１株当たり純資産額               221.65円 １株当たり純資産額               221.60円 

１株当たり当期純利益               0.41円 １株当たり当期純利益               0.12円 

（注）１ 前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

２ 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。 

項目 
前連結会計年度 

(平成19年５月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年５月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の
合計額 

(百万円) 9,168 8,932

純資産の部の合計額から 
控除する金額 

(百万円) 423 478

(うち新株予約権) (百万円) 12 29

(うち少数株主持分) (百万円) 410 448

普通株主に係る期末の純 
資産額 

(百万円) 8,744 8,454

１株当たり純資産額の算 
定に用いられた期末の普 
通株式の数 

(株) 39,453,111 38,152,811

 

以 上 


