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平成 25 年 1 月 15 日 

 各   位 

                              

 

 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正有）「平成 24 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

の一部訂正について 

 

平成 24 年 12 月 10 日に公表した「平成 24 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部につ

いて訂正がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正に伴う、資産、負債、純資産の総額の増

減、及び損益に与える影響はございません。 

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 

 

１．訂正の理由 

連結株主資本等変動計算書及び株主資本等変動計算書における、優先株式の取得と優先株式の消

却の金額の入り繰りによるものであります。 

 

２．訂正箇所（該当部分に下線を付しております。） 

会 社 名 東 日 本 ハ ウ ス 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 成田和幸 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード １８７３） 

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 青苅雅肥 

Ｔ Ｅ Ｌ （０３）５２１５－９９０５
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４ 連結財務諸表 

(3) 連結株主資本等変動計算書 

 【訂正前】 
(単位：百万円)

    前連結会計年度 
(自 平成 22 年 11 月１日 

 至 平成 23 年 10 月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 23 年 11 月１日 

 至 平成 24 年 10 月 31 日)

株主資本   

（途中省略）   
 自己株式   
  当期首残高 △18 △19
  当期変動額   
   自己株式の取得 △1 △1
   自己株式の処分 0 2
   優先株式の取得 △2,235 △2,500
   優先株式の消却 2,235 2,500

   当期変動額合計 △1 0

  当期末残高 △19 △18

 株主資本合計   
  当期首残高 9,713 9,872
  当期変動額   
   剰余金の配当 △137 △183
   優先株式の配当金 △230 △80
   当期純利益 2,763 4,297
   自己株式の取得 △1 △1
   自己株式の処分 0 4
   優先株式の取得 △2,235 △2,500
   優先株式の消却 － △992

   当期変動額合計 159 544

  当期末残高 9,872 10,417

（途中省略）   

純資産合計   

 当期首残高 9,799 9,943

 当期変動額   
  剰余金の配当 △137 △183
  優先株式の配当金 △230 △80
  当期純利益 2,763 4,297
  自己株式の取得 △1 △1
  自己株式の処分 0 4
  優先株式の取得 △2,235 △2,500
  優先株式の消却 － △992
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 26

  当期変動額合計 144 570

 当期末残高 9,943 10,514
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 【訂正後】 
(単位：百万円)

    前連結会計年度 
(自 平成 22 年 11 月１日 

 至 平成 23 年 10 月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 23 年 11 月１日 

 至 平成 24 年 10 月 31 日)

株主資本   

（途中省略）   
 自己株式   
  当期首残高 △18 △19
  当期変動額   
   自己株式の取得 △1 △1
   自己株式の処分 0 2
   優先株式の取得 △2,235 △3,492
   優先株式の消却 2,235 3,492

   当期変動額合計 △1 0

  当期末残高 △19 △18

 株主資本合計   
  当期首残高 9,713 9,872
  当期変動額   
   剰余金の配当 △137 △183
   優先株式の配当金 △230 △80
   当期純利益 2,763 4,297
   自己株式の取得 △1 △1
   自己株式の処分 0 4
   優先株式の取得 △2,235 △3,492
   優先株式の消却 － －

   当期変動額合計 159 544

  当期末残高 9,872 10,417

（途中省略）   

純資産合計   

 当期首残高 9,799 9,943

 当期変動額   
  剰余金の配当 △137 △183
  優先株式の配当金 △230 △80
  当期純利益 2,763 4,297
  自己株式の取得 △1 △1
  自己株式の処分 0 4
  優先株式の取得 △2,235 △3,492
  優先株式の消却 － －
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 26

  当期変動額合計 144 570

 当期末残高 9,943 10,514
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５ 個別財務諸表 

(3) 株主資本等変動計算書 

 【訂正前】 
(単位：百万円)

      前事業年度 
(自 平成 22 年 11 月１日 

 至 平成 23 年 10 月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 23 年 11 月１日 

 至 平成 24 年 10 月 31 日)

株主資本   

（途中省略）   
 自己株式   
  当期首残高 △18 △19
  当期変動額   
   自己株式の取得 △1 △1
   自己株式の処分 0 2
   優先株式の取得 △2,235 △2,500
   優先株式の消却 2,235 2,500

   当期変動額合計 △1 1

  当期末残高 △19 △18

 株主資本合計   
  当期首残高 8,873 9,087
  当期変動額   
   剰余金の配当 △137 △183
   優先株式の配当金 △230 △80
   当期純利益 2,817 4,324
   自己株式の取得 △1 △1
   自己株式の処分 0 4
   優先株式の取得 △2,235 △2,500
   優先株式の消却 － △992

   当期変動額合計 213 571

  当期末残高 9,087 9,658

（途中省略）   

純資産合計   
 当期首残高 8,849 9,067
 当期変動額   
  剰余金の配当 △137 △183
  優先株式の配当金 △230 △80
  当期純利益 2,817 4,324
  自己株式の取得 △1 △1
  自己株式の処分 0 4
  優先株式の取得 △2,235 △2,500
  優先株式の消却 － △992
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 10

  当期変動額合計 217 581

 当期末残高 9,067 9,649
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 【訂正後】 
(単位：百万円)

      前事業年度 
(自 平成 22 年 11 月１日 

 至 平成 23 年 10 月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 23 年 11 月１日 

 至 平成 24 年 10 月 31 日)

株主資本   

（途中省略）   
 自己株式   
  当期首残高 △18 △19
  当期変動額   
   自己株式の取得 △1 △1
   自己株式の処分 0 2
   優先株式の取得 △2,235 △3,492
   優先株式の消却 2,235 3,492

   当期変動額合計 △1 1

  当期末残高 △19 △18

 株主資本合計   
  当期首残高 8,873 9,087
  当期変動額   
   剰余金の配当 △137 △183
   優先株式の配当金 △230 △80
   当期純利益 2,817 4,324
   自己株式の取得 △1 △1
   自己株式の処分 0 4
   優先株式の取得 △2,235 △3,492
   優先株式の消却 － －

   当期変動額合計 213 571

  当期末残高 9,087 9,658

（途中省略）   

純資産合計   
 当期首残高 8,849 9,067
 当期変動額   
  剰余金の配当 △137 △183
  優先株式の配当金 △230 △80
  当期純利益 2,817 4,324
  自己株式の取得 △1 △1
  自己株式の処分 0 4
  優先株式の取得 △2,235 △3,492
  優先株式の消却 － －
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 10

  当期変動額合計 217 581

 当期末残高 9,067 9,649

     

 

以上 


