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平成 20 年 11 月 12 日 

各    位 

 

会 社 名 株式会社 ウエストホールディングス 

本社所在地 広島市西区楠木町一丁目 15 番 24 号

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長   吉   川    隆

 （コード番号：1407）
問 合 せ 先 執行役員財務経理部長 椎葉 栄次
 電話番号    082-503-3900（代表）

 

 

 

（訂正･数値データ訂正あり）「平成 20 年８月期 決算短信」の一部訂正について 
 

 

 平成 20 年 10 月 10 日に発表いたしました「平成 20 年８月期 決算短信」の記載内容につきまして、

一部に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。 

 

記 

 

〔訂正箇所〕 

１ページ 

１．平成 20 年８月期の連結業績（平成 19 年９月１日～平成 20 年８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８月期 11,948     1,294   10.8  155  24 

19 年８月期 20,600     4,287   17.4  455  22 

（参考） 自己資本      20 年８月期  1,219 百万円  19 年８月期  3,576 百万円 

 

【訂正後】 

（参考） 自己資本      20 年８月期  1,219 百万円  19 年８月期  3,576 百万円 

   

 

 

 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８月期 11,948     1,294   10.2  155  24 

19 年８月期 20,600     4,287   17.4  455  22 
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23 ページ 

４．連結財務諸表 

（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

【訂正前】 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年９月 １日 

 至 平成 19 年８月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年９月 １日 

             至 平成 20 年８月 31 日） 

――― （前略） 

③平成 23 年８月期 

太陽光電池メーカーとの共同開発により家庭用太陽

光発電モジュールのＯＥＭ化を実現することで商品の

競争力を高めることにより、価格の低減化（政府の方針）

が進行しても、㈱サンテックの売上高を前年度対比で

10％の増加を図るとともに、自社施工体制を構築するこ

とにより、一定の利益水準を確保いたします。また、提

携先住宅ストックを 100 万戸（平成 20 年８月末現在 74

万戸）に拡充することにより、メンテナンスを軸とした

建物保全リフォームの事業基盤を堅固なものといたし

ます。さらに、中期経営計画の最終年度として、機動的

な資金調達を可能とする財務体質を確立します。（連結

自己資本比率：平成 20 年８月期 10.8％を平成 23 年８

月期に 45％に回復） 

以上の「中期経営計画」を完遂することで、当社グル

ープでは当該状況の解消に尽力してまいります。 

（後略） 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年９月 １日 

 至 平成 19 年８月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年９月 １日 

             至 平成 20 年８月 31 日） 

――― （前略） 

③平成 23 年８月期 

太陽光電池メーカーとの共同開発により家庭用太陽

光発電モジュールのＯＥＭ化を実現することで商品の

競争力を高めることにより、価格の低減化（政府の方針）

が進行しても、㈱サンテックの売上高を前年度対比で

10％の増加を図るとともに、自社施工体制を構築するこ

とにより、一定の利益水準を確保いたします。また、提

携先住宅ストックを 100 万戸（平成 20 年８月末現在 74

万戸）に拡充することにより、メンテナンスを軸とした

建物保全リフォームの事業基盤を堅固なものといたし

ます。さらに、中期経営計画の最終年度として、機動的

な資金調達を可能とする財務体質を確立します。（連結

自己資本比率：平成 20 年８月期 10.2％を平成 23 年８

月期に 45％に回復） 

以上の「中期経営計画」を完遂することで、当社グル

ープでは当該状況の解消に尽力してまいります。 

（後略） 
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55 ページ 

５．個別財務諸表 

（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

【訂正前】 

前事業年度 

 （自 平成 18 年９月 １日 

 至 平成 19 年８月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年９月 １日 

             至 平成 20 年８月 31 日） 

――― （前略） 

③平成 23 年８月期 

太陽光電池メーカーとの共同開発により家庭用太陽

光発電モジュールのＯＥＭ化を実現することで商品の

競争力を高めることにより、価格の低減化（政府の方針）

が進行しても、㈱サンテックの売上高を前年度対比で

10％の増加を図るとともに、自社施工体制を構築するこ

とにより、一定の利益水準を確保いたします。また、提

携先住宅ストックを 100 万戸（平成 20 年８月末現在 74

万戸）に拡充することにより、メンテナンスを軸とした

建物保全リフォームの事業基盤を堅固なものといたし

ます。さらに、中期経営計画の最終年度として、機動的

な資金調達を可能とする財務体質を確立します。（連結

自己資本比率：平成 20 年８月期 10.8％を平成 23 年８

月期に 45％に回復） 

以上の「中期経営計画」を完遂することで、当社グル

ープでは当該状況の解消に尽力してまいります。 

（後略） 

 

【訂正後】 

前事業年度 

（自 平成 18 年９月 １日 

 至 平成 19 年８月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年９月 １日 

             至 平成 20 年８月 31 日） 

――― （前略） 

③平成 23 年８月期 

太陽光電池メーカーとの共同開発により家庭用太陽

光発電モジュールのＯＥＭ化を実現することで商品の

競争力を高めることにより、価格の低減化（政府の方針）

が進行しても、㈱サンテックの売上高を前年度対比で

10％の増加を図るとともに、自社施工体制を構築するこ

とにより、一定の利益水準を確保いたします。また、提

携先住宅ストックを 100 万戸（平成 20 年８月末現在 74

万戸）に拡充することにより、メンテナンスを軸とした

建物保全リフォームの事業基盤を堅固なものといたし

ます。さらに、中期経営計画の最終年度として、機動的

な資金調達を可能とする財務体質を確立します。（連結

自己資本比率：平成 20 年８月期 10.2％を平成 23 年８

月期に 45％に回復） 

以上の「中期経営計画」を完遂することで、当社グル

ープでは当該状況の解消に尽力してまいります。 

（後略） 

 

 

以  上 



平成20年8月期 決算短信 
平成20年10月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ウエストホールディングス 上場取引所 JQ 
コード番号 1407 URL http://www.west-gr.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 吉川 隆
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 財務経理部 部長 （氏名） 椎葉 栄次 TEL 082-503-3900

定時株主総会開催予定日 平成20年11月27日 配当支払開始予定日 未定

有価証券報告書提出予定日 平成20年11月27日

1.  20年8月期の連結業績（平成19年9月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年8月期 27,375 6.7 547 △42.5 196 △75.9 △2,140 ―
19年8月期 25,656 225.8 951 ― 815 ― 613 ―

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
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年8月期 △272.46 ― △89.3 1.2 2.0
19年8月期 84.50 ― 19.6 5.3 3.7

（参考） 持分法投資損益 20年8月期  △21百万円 19年8月期  △6百万円

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8月期 11,948 1,294 10.2 155.24
19年8月期 20,600 4,287 17.4 455.22

（参考） 自己資本   20年8月期  1,219百万円 19年8月期  3,576百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

20年8月期 1,369 △2,144 △2,345 1,341
19年8月期 △348 67 △382 4,461

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年8月期 ― ― ― 20.00 20.00 157 23.7 4.3
20年8月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

21年8月期 
（予想）

― ― ― ― 10.00 ――― 9.8 ―――

3.  21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 9,576 △40.7 325 0.8 240 134.8 128 ― 16.29
通期 20,359 △25.6 1,174 114.5 1,017 305.0 804 ― 102.34



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(注) 詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

〔(注) 詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、47ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 2 社 （ 社名 株式会社明野住宅、株式会社明野工務店 ） 除外 2 社 （ 社名 株式会社ディベックス、株式会社明野工務店 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年8月期  7,856,000株 19年8月期  7,856,000株
② 期末自己株式数 20年8月期  ―株 19年8月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年8月期の個別業績（平成19年9月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年8月期 1,153 2.5 156 △49.4 97 △67.5 △816 ―
19年8月期 1,125 92.3 309 130.2 301 128.2 252 130.1

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 円 銭

20年8月期 △103.88 ―
19年8月期 34.72 ―

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8月期 4,787 2,786 58.2 354.71
19年8月期 5,004 3,759 75.1 478.60

（参考） 自己資本 20年8月期  2,786百万円 19年8月期  3,759百万円

2.  21年8月期の個別業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、
上記予想数値を異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料３ページを参照して下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 555 △0.4 27 △69.4 7 △87.3 7 ― 0.89
通期 1,595 38.3 539 ― 509 ― 509 ― 64.79




