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平成 20 年 12 月 25 日 

各   位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訂正）平成 20 年 10 月期第１四半期財務・業績の概況の一部訂正について 

 

 当社は、平成 20 年 12 月８日付「不適切な会計処理の判明について」で公表いたしましたとおり、架

空売上及び原価付け替え等の不適切な会計処理についての調査を行った結果、下記Ⅱ.訂正する決算短信

等を別紙のとおり訂正させていただきます。 

株主および投資家の皆様はじめ、関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることになり、ここ

に深くお詫び申し上げます。 

記 

 

Ⅰ．訂正の経緯 

訂正の経緯につきましては，本日別途開示いたしました「不適切な会計処理に関する調査報告及び再

防止策について」に記載しておりますのでご参照お願い申し上げます。 

 

Ⅱ．訂正する決算短信 

 (1) 平成 19 年 10 月期第１四半期財務・業績の概況（連結）（平成 19 年３月 29 日発表） 

 (2) 平成 19 年 10 月期中間決算短信（平成 19 年６月 21 日発表） 

 (3) 平成 19 年 10 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 19 年９月 14 日発表） 

 (4) 平成 19 年 10 月期決算短信（平成 19 年 12 月 28 日発表） 

 (5) 平成 20 年 10 月期第１四半期財務・業績の概況（平成 20 年３月 18 日発表） 

 (6) 平成 20 年 10 月期中間決算短信（平成 20 年６月 17 日発表） 

 (7) 平成 20 年 10 月期第３四半期財務・業績の概況（連結）（平成 20 年９月 12 日発表） 

 

Ⅲ．訂正内容 

 訂正個所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正個所には を付して表示しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 東 日 本 ハ ウ ス 株 式 会 社

代表者名の役職名 代表取締役社長 成田和幸 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード １８７３） 

問 い 合 わ せ 先
取締役執行役員 

経理担当兼人事部長 
青苅雅肥 

Ｔ Ｅ Ｌ （０３）５２１５－９９０５
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平成 20 年 10 月期 第１四半期財務・業績の概況［Ｐ１］ 
 (百万円未満切捨て) 

1. 平成 20 年 10 月期第１四半期の連結業績（平成 19 年 11 月１日～平成 20 年１月 31 日） 

【訂正前】 

 (1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期第１四半期 8,763 8.5 △1,280 ─ △1,499 ─ △1,583 ─ 

19年10月期第１四半期 8,080 △16.6 △1,518 ─ △1,739 ─ △1,770 ─ 

19年10月期 66,010 ─ 3,436 ─ 2,199 ─ △77 ─ 

 

 １株当たり四半期
(当期)純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益 

  

円 銭 円 銭

20年10月期第１四半期 △29 59 ─ ─   

19年10月期第１四半期 △31 67 ─ ─   

19年10月期 △5 14 ─ ─   

 
 (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

20年10月期第１四半期 52,958 3,257 6.1 △50 64

19年10月期第１四半期 59,344 △643 △1.1 △47 30

19年10月期 56,295 5,042 8.9 △20 96

【訂正後】 

 (1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期第１四半期 8,762 8.4 △1,280 ─ △1,499 ─ △1,582 ─ 

19年10月期第１四半期 8,080 △16.6 △1,518 ─ △1,739 ─ △1,770 ─ 

19年10月期 65,990 ─ 3,415 ─ 2,179 ─ △98 ─ 

 

 １株当たり四半期
(当期)純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益 

  

円 銭 円 銭

20年10月期第１四半期 △29 58 ─ ─   

19年10月期第１四半期 △31 68 ─ ─   

19年10月期 △5 51 ─ ─   

 
 (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

20年10月期第１四半期 52,943 3,237 6.1 △51 00

19年10月期第１四半期 59,343 △644 △1.1 △47 30

19年10月期 56,297 5,022 8.9 △21 33
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平成 20 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況［Ｐ2］ 

（参考）個別業績の概要 
(百万円未満切捨て) 

1. 平成 20 年 10 月期第１四半期の個別業績（平成 19 年 11 月１日～平成 20 年１月 31 日） 

【訂正前】 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期第１四半期 5,293 △12.9 △1,641 ─ △1,875 ─ △1,936 ─ 

19年10月期第１四半期 6,078 △1.4 △1,705 ─ △1,898 ─ △1,969 ─ 

19年10月期 57,252 ─ 2,636 ─ 1,413 ─ △177 ─ 
 

 １株当たり四半期
(当期)純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益 

  

円 銭 円 銭  

20年10月期第１四半期 △35 91 ─ ─    

19年10月期第１四半期 △35 22 ─ ─    

19年10月期 △6 93 ─ ─    

 
 (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

20年10月期第１四半期 48,575 3,454 7.1 △46 80

19年10月期第１四半期 54,804 △184 △0.3 △39 08

19年10月期 51,351 5,605 10.9 △10 80

 

 (3)受注の状況       （％表示は対前年同四半期増減率） 

 受注高 受注残 

 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期第１四半期 9,579 15.5 32,175 △2.7

19年10月期第１四半期 8,295 △15.6 33,061 △4.1

19年10月期 52,384 ─ 27,451 ─

 

【訂正後】 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期第１四半期 5,292 △12.9 △1,640 ─ △1,875 ─ △1,935 ─ 

19年10月期第１四半期 6,078 △1.4 △1,705 ─ △1,898 ─ △1,969 ─ 

19年10月期 57,232 ─ 2,616 ─ 1,393 ─ △198 ─ 
 

 １株当たり四半期
(当期)純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益 

  

円 銭 円 銭  

20年10月期第１四半期 △35 90 ─ ─    

19年10月期第１四半期 △35 23 ─ ─    

19年10月期 △7 30 ─ ─    
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 (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

20年10月期第１四半期 48,559 3,434 7.1 △47 16

19年10月期第１四半期 54,804 △184 △0.3 △39 08

19年10月期 51,353 5,585 10.9 △11 17

 

 (3)受注の状況       （％表示は対前年同四半期増減率） 

 受注高 受注残 

 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期第１四半期 9,578 15.5 32,175 △2.7

19年10月期第１四半期 8,295 △15.6 33,061 △4.1

19年10月期 52,364 ─ 27,451 ─

 

平成 20 年 10 月期 第 1 四半期財務・業績の概況［Ｐ3］ 

【定性的情報・財務諸表等】 

【訂正前】 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 

（省略） 

この結果、当社グループの第１四半期の連結業績は、売上高 8,763 百万円（前年同期比 8.5%

増）営業損失 1,280 百万円、経常損失 1,499 百万円、四半期純損失 1,583 百万円となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期の総資産は、52,958 百万円となり、前連結会計年度末と比較して、3,337 百万円

減少いたしました。 

 資産の主な増減要因は、流動資産において未成工事支出金 2,298 百万円の増加、現金預金 4,508

百万円の減少、受取手形・完成工事未収入金 882 百万円の減少により、前期末に比べ 3,109 百万

円減少し、15,907 百万円となりました。また負債の主な増減要因は、短期借入金 3,651 百万円、

未成工事受入金 2,760 百万円の増加、工事未払金 3,314 百万円、未払金 391 百万円、未払法人税

等 127 百万円、未払消費税 124 百万円、賞与引当金 327 百万円、長期借入金 3,699 百万円の減少

により、1,553 百万円の減少となりました。 

 

【訂正後】 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 

（省略） 

この結果、当社グループの第１四半期の連結業績は、売上高 8,762 百万円（前年同期比 8.4%

増）営業損失 1,280 百万円、経常損失 1,499 百万円、四半期純損失 1,582 百万円となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期の総資産は、52,943 百万円となり、前連結会計年度末と比較して、3,354 百万円

減少いたしました。 

 資産の主な増減要因は、流動資産において未成工事支出金 2,298 百万円の増加、現金預金 4,508

百万円の減少、受取手形・完成工事未収入金 882 百万円の減少により、前期末に比べ 3,126 百万

円減少し、15,891 百万円となりました。また負債の主な増減要因は、短期借入金 3,651 百万円、

未成工事受入金 2,744 百万円の増加、工事未払金 3,315 百万円、未払金 391 百万円、未払法人税

等 127 百万円、未払消費税 124 百万円、賞与引当金 327 百万円、長期借入金 3,699 百万円の減少

により、1,570 百万円の減少となりました。 
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平成 20 年 10 月期 第１四半期財務・業績の概況［Ｐ4］ 

5. (要約）四半期連結財務諸表 

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表 

【訂正前】 
（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 

(平成19年10月期 

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成20年10月期 

第１四半期末) 

増減 
（参 考）前年期 

(平成19年10月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

 1. 現金預金 1,404 1,947 542 38.6 6,456

 2. 受取手形・ 

      完成工事未収入金等 
780 1,087 306 39.3 1,969

 3. 有価証券 12 ─ △12 ─ ─

 4. 未成工事支出金 7,353 4,723 △2,630 △35.8 2,425

 5. その他たな卸資産 6,512 5,363 △1,148 △17.6 5,440

 6. 繰延税金資産 1,692 1,256 △435 △25.8 1,261

 7. その他 1,645 1,615 △30 △1.9 1,580

   貸倒引当金 △80 △85 △5 ─ △116

   流動資産合計 19,320 15,907 △3,413 △17.7 19,016

Ⅱ 固定資産  

 1. 有形固定資産  

  (1) 建物・構築物 42,174 41,343 △830 △2.0 41,353

  (2) 機械・運搬具・備品 6,641 6,541 △100 △1.5 6,535

  (3) 土地 12,853 12,468 △384 △3.0 12,598

  (4) その他 262 296 33 12.8 35

  (5) 減価償却累計額 △27,364 △27,707 △343 ─ △27,402

   有形固定資産合計 34,567 32,942 △1,624 △4.7 33,120

  

 2. 無形固定資産 404 494 89 22.1 503

  

 3. 投資その他の資産  

  (1) 投資有価証券 474 400 △73 △15.5 389

  (2) 長期貸付金 5,252 4,202 △1,050 △20.0 4,200

  (3) 破産債権・更生債権等 3,914 4,397 482 12.3 4,402

  (4) その他 2,031 1,913 △118 △5.8 1,928

    貸倒引当金 △6,622 △7,299 △676 ─ △7,265

   投資その他の資産合計 5,051 3,614 △1,437 △28.5 3,655

   固定資産合計 40,023 37,051 △2,972 △7.4 37,279

   資産合計 59,344 52,958 △6,385 △10.8 56,295
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（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 

(平成19年10月期 

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成20年10月期 

第１四半期末) 

増  減 
（参 考）前期末 

(平成19年10月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

 1. 工事未払金等 5,483 3,583 △1,900 △34.7 6,897

 2. 短期借入金 14,435 13,856 △579 △4.0 10,205

 3. 一年内償還予定の社債 1,600 1,400 △200 △12.5 1,400

 4. 未成工事受入金 7,704 6,478 △1,225 △15.9 3,717

 5. 賞与引当金 284 236 △48 △17.1 563

 6. 完成工事補償引当金 241 250 8 3.6 244

 7. その他 1,697 1,646 △51 △3.0 2,332

   流動負債合計 31,447 27,450 △3,996 △12.7 25,361

Ⅱ 固定負債  

 1. 社債 2,000 600 △1,400 △70.0 600

 2. 長期借入金 21,806 16,622 △5,183 △23.8 20,322

 3. 退職給付引当金 1,500 1,337 △162 △10.8 1,357

 4. 役員退職慰労引当金 522 532 9 1.8 524

 5. 事業整理損失引当金 2,217 2,210 △6 △0.3 2,212

 6. その他 492 945 453 91.9 876

   固定負債合計 28,540 22,249 △6,290 △22.0 25,892

   負債合計 59,988 49,700 △10,287 △17.1 51,253

  

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

 1. 資本金 5,873 3,873 △2,000 △34.1 3,873

 2. 資本剰余金 3,412 1,501 △1,910 △56.0 2,267

 3. 利益剰余金 △9,961 △2,150 7,810 ─ △1,123

 4. 自己株式 △14 △16 △1 ─ △16

   株主資本合計 △690 3,207 3,898 ─ 5,000

Ⅱ 評価・換算差額等  

 1. その他有価証券評価 

   差額金 
37 32 △4 △12.3 37

Ⅲ 少数株主持分 9 17 7 81.6 4

   純資産合計 △643 3,257 3,901 ─ 5,042

   負債純資産合計 59,344 52,958 △6,385 △10.8 56,295
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【訂正後】 
（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 

(平成19年10月期 

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成20年10月期 

第１四半期末) 

増減 
（参 考）前年期 

(平成19年10月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

 1. 現金預金 1,404 1,947 542 38.6 6,456

 2. 受取手形・ 

      完成工事未収入金等 
780 1,087 306 39.3 1,969

 3. 有価証券 12 ─ △12 ─ ─

 4. 未成工事支出金 7,353 4,722 △2,630 △35.8 2,424

 5. その他たな卸資産 6,512 5,363 △1,148 △17.6 5,440

 6. 繰延税金資産 1,692 1,256 △435 △25.8 1,261

 7. その他 1,645 1,600 △45 △2.8 1,583

   貸倒引当金 △80 △85 △5 ─ △116

   流動資産合計 19,320 15,891 △3,428 △17.7 19,018

Ⅱ 固定資産  

 1. 有形固定資産  

  (1) 建物・構築物 42,174 41,343 △830 △2.0 41,353

  (2) 機械・運搬具・備品 6,641 6,541 △100 △1.5 6,535

  (3) 土地 12,853 12,468 △384 △3.0 12,598

  (4) その他 262 296 33 12.8 35

  (5) 減価償却累計額 △27,364 △27,707 △343 ─ △27,402

   有形固定資産合計 34,567 32,942 △1,624 △4.7 33,120

  

 2. 無形固定資産 404 494 89 22.1 503

  

 3. 投資その他の資産  

  (1) 投資有価証券 474 400 △73 △15.5 389

  (2) 長期貸付金 5,252 4,202 △1,050 △20.0 4,200

  (3) 破産債権・更生債権等 3,914 4,397 482 12.3 4,402

  (4) その他 2,031 1,913 △118 △5.8 1,928

    貸倒引当金 △6,622 △7,299 △676 ─ △7,265

   投資その他の資産合計 5,051 3,614 △1,437 △28.5 3,655

   固定資産合計 40,023 37,051 △2,972 △7.4 37,279

   資産合計 59,343 52,943 △6,400 △10.8 56,297
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（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 

(平成19年10月期 

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成20年10月期 

第１四半期末) 

増  減 
（参 考）前期末 

(平成19年10月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

 1. 工事未払金等 5,483 3,581 △1,902 △34.7 6,897

 2. 短期借入金 14,435 13,856 △579 △4.0 10,205

 3. 一年内償還予定の社債 1,600 1,400 △200 △12.5 1,400

 4. 未成工事受入金 7,704 6,484 △1,219 △15.8 3,739

 5. 賞与引当金 284 236 △48 △17.1 563

 6. 完成工事補償引当金 241 250 8 3.6 244

 7. その他 1,697 1,647 △50 △3.0 2,333

   流動負債合計 31,447 27,455 △3,992 △12.7 25,383

Ⅱ 固定負債  

 1. 社債 2,000 600 △1,400 △70.0 600

 2. 長期借入金 21,806 16,622 △5,183 △23.8 20,322

 3. 退職給付引当金 1,500 1,337 △162 △10.8 1,357

 4. 役員退職慰労引当金 522 532 9 1.8 524

 5. 事業整理損失引当金 2,217 2,210 △6 △0.3 2,212

 6. その他 492 945 453 91.9 876

   固定負債合計 28,540 22,249 △6,290 △22.0 25,892

   負債合計 59,988 49,705 △10,282 △17.1 51,275

  

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

 1. 資本金 5,873 3,873 △2,000 △34.1 3,873

 2. 資本剰余金 3,412 1,501 △1,910 △56.0 2,267

 3. 利益剰余金 △9,961 △2,171 7,790 ─ △1,144

 4. 自己株式 △14 △16 △1 ─ △16

   株主資本合計 △690 3,187 3,878 ─ 4,979

Ⅱ 評価・換算差額等  

 1. その他有価証券評価 

   差額金 
37 32 △4 △12.3 37

Ⅲ 少数株主持分 9 17 7 81.6 4

   純資産合計 △644 3,237 3,881 ─ 5,022

   負債純資産合計 59,343 52,943 △6,400 △10.8 56,297
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平成 20 年 10 月期 第１四半期財務・業績の概況［Ｐ６］ 

(2) (要約）四半期連結損益計算書 

【訂正前】 
（単位：百万円、％） 

前年同四半期 

(平成19年10月期 

第１四半期) 

当四半期 

(平成20年10月期 

第１四半期) 

増  減 
（参 考）前期 

(平成19年10月期) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 8,080 8,763 683 8.5 66,010

Ⅱ 売上原価 5,273 5,809 535 10.2 45,107

   売上総利益 2,806 2,954 148 5.3 20,903

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,324 4,234 △90 △2.1 17,467

   営業利益又は 

   営業損失（△） 
△1,518 △1,280 238 ─ 3,436

Ⅳ 営業外収益  

 1. 受取利息 21 35 13 61.2 132

 2. その他 41 32 △8 △21.1 212

  営業外収益合計 63 68 4 7.2 345

Ⅴ 営業外費用  

 1. 支払利息 248 256 7 3.1 1,038

 2. 持分法による投資損失 21 11 △10 △48.5 152

 3. その他 14 20 5 35.6 391

  営業外費用合計 284 287 2 0.9 1,582

   経常利益又は 

   経常損失（△） 
△1,739 △1,499 240 ─ 2,199

Ⅵ 特別利益 ─ 3 3 ─ 43

Ⅶ 特別損失 0 48 48 ─ 1,781

   税金等調整前四半期 

   (当期)純利益又は 

   純損失（△） 

△1,739 △1,545 194 ─ 461

   法人税、住民税 

   及び事業税 
21 20 △1 △4.8 103

   法人税等調整額 ─ 4 4 ─ 430

   少数持主利益（△損失） 9 13 3 35.1 4

   四半期(当期)純利益 

   又は純損失（△） 
△1,770 △1,583 187 ─ △77
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【訂正後】 
（単位：百万円、％） 

前年同四半期 

(平成19年10月期 

第１四半期) 

当四半期 

(平成20年10月期 

第１四半期) 

増  減 
（参 考）前期 

(平成19年10月期) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 8,080 8,762 682 8.4 65,990

Ⅱ 売上原価 5,273 5,807 534 10.1 45,106

   売上総利益 2,806 2,954 148 5.3 20,883

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,324 4,234 △90 △2.1 17,467

   営業利益又は 

   営業損失（△） 
△1,518 △1,280 238 ─ 3,415

Ⅳ 営業外収益  

 1. 受取利息 21 35 13 61.2 132

 2. その他 41 32 △8 △21.1 212

  営業外収益合計 63 68 4 7.2 345

Ⅴ 営業外費用  

 1. 支払利息 248 256 7 3.1 1,038

 2. 持分法による投資損失 21 11 △10 △48.5 152

 3. その他 14 20 5 35.6 391

  営業外費用合計 284 287 2 0.9 1,582

   経常利益又は 

   経常損失（△） 
△1,739 △1,499 240 ─ 2,179

Ⅵ 特別利益 ─ 3 3 ─ 43

Ⅶ 特別損失 0 48 48 ─ 1,781

   税金等調整前四半期 

   (当期)純利益又は 

   純損失（△） 

△1,739 △1,544 194 ─ 440

   法人税、住民税 

   及び事業税 
21 20 △1 △4.8 103

   法人税等調整額 ─ 4 4 ─ 430

   少数持主利益（△損失） 9 13 3 35.1 4

   四半期(当期)純利益 

   又は純損失（△） 
△1,770 △1,582 187 ─ △98
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平成 20 年 10 月期 第１四半期財務・業績の概況［Ｐ７］ 

(3) (要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 
前年同四半期(自 平成 18 年 11 月１日 至 平成 19 年１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18年10月31日残高(百万円) 5,873 3,412 △8,190 △14 1,080

四半期の変動額  

 新株の発行  ─

 減資  ─

 欠損補填による資本準備金の 

 取崩 
 ─

 四半期純損失 △1,770  △1,770

 自己株式の取得 0 0

 株主資本以外の項目の 

 四半期の変動額(純額) 
 

四半期の変動額合計(百万円) ─ ─ △1,770 0 △1,770

平成19年１月31日残高(百万円) 5,873 3,412 △9,961 △14 △690

 

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 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年10月31日残高(百万円) 36 36 ─ 1,116

四半期の変動額     

 新株の発行    ─

 減資    ─

 欠損補填による資本準備金の 

 取崩 
   ─

 四半期純損失    △1,770

 自己株式の取得    0

 株主資本以外の項目の 

 四半期の変動額(純額) 
1 1 9 10

四半期の変動額合計(百万円) 1 1 9 △1,760

平成19年１月31日残高(百万円) 37 37 9 △643
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当四半期(自 平成 19 年 11 月１日 至 平成 20 年１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10月31日残高(百万円) 3,873 2,267 △1,123 △16 5,000

当四半期の変動額      

 新株の発行   ─

 減資   ─

 剰余金の配当 △209  △209

 欠損填補による資本準備金の 

  取崩 
 △556 556  ─

 当四半期純損失   △1,583  △1,583

 自己株式の取得    △0 △0

 自己株式の処分  △0  0 0

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額) 
     

当四半期の変動額合計(百万円) ─ △765 △1,027 0 △1,792

平成20年１月31日残高(百万円) 3,873 1,501 △2,150 △16 3,207

 

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 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成19年10月31日残高(百万円) 37 37 4 5,042

当四半期の変動額     

 新株の発行    ─

 減資    ─

 剰余金の配当    △209

 欠損填補による資本準備金の 

  取崩 
   ─

 当四半期純損失    △1,583

 自己株式の取得    △0

 自己株式の処分    0

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額) 
△5 △5 13 7

当四半期の変動額合計(百万円) △5 △5 13 △1,784

平成20年１月31日残高(百万円) 32 32 17 3,257
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前期(自 平成 18 年 11 月１日 至 平成 19 年 10 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18年10月31日残高(百万円) 5,873 3,412 △8,190 △14 1,080

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 2,000 2,000   4,000

 減資 △4,000  4,000  ─

 欠損填補による資本準備金の 

 取崩 
 △3,144 3,144  ─

 当期純損失   △77  △77

 自己株式の取得   △1 △1

 自己株式の処分  △0  0 0

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額(純額) 
     

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
△2,000 △1,144 7,066 △1 3,920

平成19年10月31日残高(百万円) 3,873 2,267 △1,123 △16 5,000

 

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 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年10月31日残高(百万円) 36 36 ─ 1,116

連結会計年度中の変動額     

 新株の発行    4,000

 減資    ─

 欠損填補による資本準備金の 

 取崩 
   ─

 当期純損失    △77

 自己株式の取得    △1

 自己株式の処分    0

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額(純額) 
1 1 4 5

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
1 1 4 3,926

平成19年10月31日残高(百万円) 37 37 4 5,042
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【訂正後】 
前年同四半期(自 平成 18 年 11 月１日 至 平成 19 年１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18年10月31日残高(百万円) 5,873 3,412 △8,190 △14 1,080

四半期の変動額  

 新株の発行  ─

 減資  ─

 欠損補填による資本準備金の 

 取崩 
 ─

 四半期純損失 △1,770  △1,770

 自己株式の取得 0 0

 株主資本以外の項目の 

 四半期の変動額(純額) 
 

四半期の変動額合計(百万円) ─ ─ △1,770 0 △1,771

平成19年１月31日残高(百万円) 5,873 3,412 △9,961 △14 △690

 

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 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年10月31日残高(百万円) 36 36 ─ 1,116

四半期の変動額     

 新株の発行    ─

 減資    ─

 欠損補填による資本準備金の 

 取崩 
   ─

 四半期純損失    △1,770

 自己株式の取得    0

 株主資本以外の項目の 

 四半期の変動額(純額) 
1 1 9 10

四半期の変動額合計(百万円) 1 1 9 △1,760

平成19年１月31日残高(百万円) 37 37 9 △644
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当四半期(自 平成 19 年 11 月１日 至 平成 20 年１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10月31日残高(百万円) 3,873 2,267 △1,144 △16 4,979

当四半期の変動額      

 新株の発行   ─

 減資   ─

 剰余金の配当 △209  △209

 欠損填補による資本準備金の 

  取崩 
 △556 556  ─

 当四半期純損失   △1,582  △1,582

 自己株式の取得    △0 △0

 自己株式の処分  △0  0 0

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額) 
     

当四半期の変動額合計(百万円) ─ △765 △1,026 0 △1,792

平成20年１月31日残高(百万円) 3,873 1,501 △2,171 △16 3,187

 

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 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成19年10月31日残高(百万円) 37 37 4 5,022

当四半期の変動額     

 新株の発行    ─

 減資    ─

 剰余金の配当    △209

 欠損填補による資本準備金の 

  取崩 
   ─

 当四半期純損失    △1,582

 自己株式の取得    △0

 自己株式の処分    0

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額) 
△5 △5 13 7

当四半期の変動額合計(百万円) △5 △5 13 △1,784

平成20年１月31日残高(百万円) 32 32 17 3,237

 



― 16 ― 

 
前期(自 平成 18 年 11 月１日 至 平成 19 年 10 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18年10月31日残高(百万円) 5,873 3,412 △8,190 △14 1,080

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 2,000 2,000   4,000

 減資 △4,000  4,000  ─

 欠損填補による資本準備金の 

 取崩 
 △3,144 3,144  ─

 当期純損失   △98  △98

 自己株式の取得   △1 △1

 自己株式の処分  △0  0 0

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額(純額) 
     

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
△2,000 △1,144 7,046 △1 3,899

平成19年10月31日残高(百万円) 3,873 2,267 △1,144 △16 4,979

 

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 

少数株主 

持分 
純資産合計 

平成18年10月31日残高(百万円) 36 36 ─ 1,116

連結会計年度中の変動額     

 新株の発行    4,000

 減資    ─

 欠損填補による資本準備金の 

 取崩 
   ─

 当期純損失    △98

 自己株式の取得    △1

 自己株式の処分    0

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額(純額) 
1 1 4 5

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
1 1 4 3,905

平成19年10月31日残高(百万円) 37 37 4 5,022

 


