
 

平成 21 年８月 11 日 

各  位 

会 社 名 橋本総業株式会社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 橋本 政昭 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号７５７０） 

問い合せ先 

役職・氏名 執行役員会計グループ長 橋本 和夫 

ＴＥＬ （０３）３６６５－９０１２ 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成 21 年５月 15 日に開示いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載内容につきまして、

一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 なお、訂正個所には＿を付して表示しております。 

記 

●訂正個所：「平成 21 年３月期 決算短信」１ページ 

【訂正前】 

１．21 年３月期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（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

21 年 3 月期 41,405 9,178 22.2 1,055.18

20 年 3 月期 42,739 9,344 21.9 1,074.23

（参考）自己資本  21 年 3 月期 9,164 百万円  20 年３月期 9,344 百万円 

 

【訂正後】 

１．21 年３月期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（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

21 年 3 月期 41,405 9,178 22.2 1,055.18

20 年 3 月期 42,739 9,344 21.9 1,074.23

（参考）自己資本  21 年 3 月期 9,178 百万円  20 年３月期 9,344 百万円 

 



●訂正個所：「平成 21 年３月期 決算短信」２ページ 

【訂正前】 

（参考）個別業績の概要 

１．21 年３月期の個別業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（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

21 年 3 月期 39,855 8,753 22.0 1,006.32

20 年 3 月期 39,983 9,020 22.6 1,037.05

（参考）自己資本  21 年 3 月期 8,745 百万円  20 年３月期 9,020 百万円 

 

【訂正後】 

（参考）個別業績の概要 

１．21 年３月期の個別業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（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

21 年 3 月期 39,855 8,753 22.0 1,006.32

20 年 3 月期 39,983 9,020 22.6 1,037.05

（参考）自己資本  21 年 3 月期 8,753 百万円  20 年３月期 9,020 百万円 

以上 
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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 106,489 △2.5 1,041 △28.8 1,235 △29.8 480 △27.0

20年3月期 109,182 0.3 1,463 8.1 1,759 7.8 658 △37.4

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 ％ ％ ％

21年3月期 55.27 ― 5.2 3.0 1.0
20年3月期 75.65 ― 7.0 4.0 1.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △10百万円 20年3月期  ―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

21年3月期 41,405 9,178 22.2 1,055.18
20年3月期 42,739 9,344 21.9 1,074.23

（参考） 自己資本   21年3月期  9,178百万円 20年3月期  9,344百万円

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

21年3月期 △1,545 △1,532 3,397 1,745
20年3月期 3,280 △1,713 △1,568 1,425

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 ％ ％

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 260 39.7 2.8
21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 260 54.3 2.8

22年3月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 35.3

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

48,500 △9.3 300 △40.8 430 △32.3 230 △37.1 26.44

通期 101,000 △5.2 1,100 5.6 1,350 9.3 740 53.9 85.08



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  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
東京ガスライフバル西むさし株式会
社

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 8,798,782株 20年3月期 8,798,782株

② 期末自己株式数 21年3月期  100,622株 20年3月期  100,240株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 100,720 △3.3 892 △30.2 1,100 △29.8 383 △30.6

20年3月期 104,195 △0.4 1,279 1.8 1,568 6.3 552 △41.9

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

21年3月期 44.10 ―

20年3月期 63.57 ―

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

21年3月期 39,855 8,753 22.0 1,006.32
20年3月期 39,983 9,020 22.6 1,037.05

（参考） 自己資本 21年3月期  8,753百万円 20年3月期  9,020百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る資料発表日現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
業績予想のご利用にあたっては、決算短信（連結）の添付資料の「１．経営成績(1)経営成績に関する分析（通期の見通し）」をご参照下さい。 

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

46,000 △9.6 250 △43.3 370 △36.4 200 △36.2 22.99

通期 96,000 △4.7 1,000 12.0 1,250 13.6 680 77.3 78.18


