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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2019年12月19日に提出いたしました第23期（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）の有価証券報告書の記載事

項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

なお、本訂正報告書における訂正事項は、当連結会計年度におけるストック・オプションに係る費用（株式報酬費用）

を誤って２百万円過大に計上したことに伴う、関連する連結財務諸表及び経営指標等の訂正、連結株主資本等変動計算

書及び株主資本等変動計算書の変動事由において誤って新株の発行（新株予約権の行使）として記載した事由を、新株

の発行（新株予約権の行使）と新株の発行（譲渡制限付株式の発行）とに分けて記載するための訂正、［注記事項］　

（ストック・オプション等関係）において、当連結会計年度に付与されたストック・オプションに関して、内容、公正

な評価単価の見積方法として使用した評価技法並びに主な基礎数値及び見積方法の追記、［注記事項］（企業結合等関

係）において本来7,536百万円と記載すべきところ誤って7,356百万円と記載した箇所の訂正及び当連結会計年度におけ

る当社グループの主な設備投資の概要として本来688百万円と記載すべきところ誤って688万円と記載した箇所の訂正で

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

(1）連結経営指標等

(2）提出会社の経営指標等

第２　事業の状況

３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1）業績等の概要

①　業績

②　キャッシュ・フロー

(3）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

②　財政状態の分析

③　経営成績の分析

第３　設備の状況

１　設備投資等の概要

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

①　連結貸借対照表

②　連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

連結包括利益計算書

③　連結株主資本等変動計算書

④　連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（連結株主資本等変動計算書関係）

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

（企業結合等関係）

（セグメント情報等）

セグメント情報

（１株当たり情報）

(2）その他

２　財務諸表等

(1）財務諸表

①　貸借対照表

②　損益計算書

③　株主資本等変動計算書

注記事項

（税効果会計関係）
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３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しています。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（１）連結経営指標等

　　（訂正前）

回次 第23期

決算年月 2019年９月

経常利益 (百万円) 54,926

親会社株主に帰属する当期

純利益
(百万円) 39,405

包括利益 (百万円) 38,538

１株当たり当期純利益 （円） 351.20

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） 349.09

 

　　（訂正後）

回次 第23期

決算年月 2019年９月

経常利益 (百万円) 54,928

親会社株主に帰属する当期

純利益
(百万円) 39,407

包括利益 (百万円) 38,540

１株当たり当期純利益 （円） 351.22

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） 349.11
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（２）提出会社の経営指標等

　　（訂正前）

回次 第23期

決算年月 2019年９月

経常利益 (百万円) 15,543

当期純利益 (百万円) 15,862

１株当たり当期純利益 (円) 141.37

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
(円) 140.53

株価収益率 (倍) 18.21

 

　　（訂正後）

回次 第23期

決算年月 2019年９月

経常利益 (百万円) 15,545

当期純利益 (百万円) 15,864

１株当たり当期純利益 (円) 141.39

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
(円) 140.55

株価収益率 (倍) 18.20
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第２【事業の状況】

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　（訂正前）

（１）業績等の概要

①業績

（省略）

　これらの結果、当連結会計年度における業績は、売上高は540,376百万円（前連結会計年度比38.3％増）、営業

利益は57,779百万円（同22.1％増）、経常利益は54,926百万円（同19.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

は39,405百万円（同23.9％増）となりました。

（省略）

 

②キャッシュ・フロー

（省略）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は、14,344百万円（前連結会計年度は10,017百万円の使用）となりました。これ

は主として、たな卸資産の増加額17,456百万円、営業貸付金の増加額14,679百万円、法人税等の支払額14,465百

万円があった一方、税金等調整前当期純利益55,699百万円を計上したこと等によるものであります。

（省略）

 

（３）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

（省略）

②財政状態の分析

（省略）

ハ．純資産

　純資産は138,067百万円となり、前連結会計年度末と比較して24,580百万円増加しました。これは主として、

自己株式の取得による減少が2,704百万円あった一方、利益剰余金が31,303百万円増加したこと等によるもので

あります。

 

③経営成績の分析

（省略）

ハ．販売費及び一般管理費、営業利益

　販売費及び一般管理費は、前連結会計年度と比較して、8,935百万円増加の31,881百万円（前連結会計年度比

38.9％増）となりました。（省略）

　営業利益は10,474百万円増加して57,779百万円（同22.1％増）となりました。なお、売上高営業利益率は、

1.4ポイント低下して10.7％（前連結会計年度は12.1％）となりました。

ニ.営業外損益、経常利益

（省略）

　この結果、経常利益は、8,874百万円増加して54,926百万円（前連結会計年度比19.3％増）となりました。な

お、売上高経常利益率は、1.6ポイント低下して10.2％（前連結会計年度は11.8％）となりました。

ホ．特別損益、親会社株主に帰属する当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益は、7,598百万円増加して39,405百万円（前連結会計年度比23.9％増）とな

りました。なお、売上高当期純利益率は、0.8ポイント低下して7.3％（前連結会計年度は8.1％）となりまし

た。
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　　（訂正後）

（１）業績等の概要

①業績

（省略）

　これらの結果、当連結会計年度における業績は、売上高は540,376百万円（前連結会計年度比38.3％増）、営業

利益は57,781百万円（同22.1％増）、経常利益は54,928百万円（同19.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

は39,407百万円（同23.9％増）となりました。

（省略）

 

②キャッシュ・フロー

（省略）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は、14,344百万円（前連結会計年度は10,017百万円の使用）となりました。これ

は主として、たな卸資産の増加額17,456百万円、営業貸付金の増加額14,679百万円、法人税等の支払額14,465百

万円があった一方、税金等調整前当期純利益55,701百万円を計上したこと等によるものであります。

（省略）

 

（３）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

（省略）

②財政状態の分析

（省略）

ハ．純資産

　純資産は138,067百万円となり、前連結会計年度末と比較して24,580百万円増加しました。これは主として、

自己株式の取得による減少が2,704百万円あった一方、利益剰余金が31,305百万円増加したこと等によるもので

あります。

 

③経営成績の分析

（省略）

ハ．販売費及び一般管理費、営業利益

　販売費及び一般管理費は、前連結会計年度と比較して、8,933百万円増加の31,879百万円（前連結会計年度比

38.9％増）となりました。（省略）

　営業利益は10,477百万円増加して57,781百万円（同22.1％増）となりました。なお、売上高営業利益率は、

1.4ポイント低下して10.7％（前連結会計年度は12.1％）となりました。

ニ.営業外損益、経常利益

（省略）

　この結果、経常利益は、8,876百万円増加して54,928百万円（前連結会計年度比19.3％増）となりました。な

お、売上高経常利益率は、1.6ポイント低下して10.2％（前連結会計年度は11.8％）となりました。

ホ．特別損益、親会社株主に帰属する当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益は、7,601百万円増加して39,407百万円（前連結会計年度比23.9％増）とな

りました。なお、売上高当期純利益率は、0.8ポイント低下して7.3％（前連結会計年度は8.1％）となりまし

た。

 

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　　（訂正前）

戸建関連事業 688万円 営業センターの新設　等

 

　　（訂正後）

戸建関連事業 688百万円 営業センターの新設　等
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第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　　（訂正前）

 （単位：百万円）

 
当連結会計年度
(2019年９月30日)

利益剰余金 134,627

株主資本合計 138,261

新株予約権 314

 

　　（訂正後）

 （単位：百万円）

 
当連結会計年度
(2019年９月30日)

利益剰余金 134,629

株主資本合計 138,263

新株予約権 312

 

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

　　（訂正前）

 （単位：百万円）

 
当連結会計年度

(自　2018年10月１日
　至　2019年９月30日)

販売費及び一般管理費 31,881

営業利益 57,779

経常利益 54,926

税金等調整前当期純利益 55,699

当期純利益 39,405

親会社株主に帰属する当期純利益 39,405

 

　　（訂正後）

 （単位：百万円）

 
当連結会計年度

(自　2018年10月１日
　至　2019年９月30日)

販売費及び一般管理費 31,879

営業利益 57,781

経常利益 54,928

税金等調整前当期純利益 55,701

当期純利益 39,407

親会社株主に帰属する当期純利益 39,407
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【連結包括利益計算書】

　　（訂正前）

 （単位：百万円）

 
当連結会計年度

(自　2018年10月１日
　至　2019年９月30日)

当期純利益 39,405

包括利益 38,538

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 38,538

 

　　（訂正後）

 （単位：百万円）

 
当連結会計年度

(自　2018年10月１日
　至　2019年９月30日)

当期純利益 39,407

包括利益 38,540

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 38,540
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③【連結株主資本等変動計算書】

　　（訂正前）

前連結会計年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
 

     (単位:百万円)

 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

当期首残高 4,032 5,934 76,038 △3,102 82,902

当期変動額      

新株の発行
（新株予約権の行使）

62 62   124

剰余金の配当   △4,520  △4,520

親会社株主に帰属する当期
純利益   31,806  31,806

自己株式の取得    △3,000 △3,000

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動  △1,514   △1,514

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 62 △1,452 27,286 △3,000 22,895

当期末残高 4,094 4,481 103,324 △6,102 105,798

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 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
その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 8 60 68 408 － 83,379

当期変動額       

新株の発行
（新株予約権の行使）

     124

剰余金の配当      △4,520

親会社株主に帰属する当期
純利益      31,806

自己株式の取得      △3,000

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動      △1,514

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

7 282 289 △20 6,941 7,211

当期変動額合計 7 282 289 △20 6,941 30,107

当期末残高 15 342 358 388 6,941 113,486
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当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

     (単位:百万円)

 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

当期首残高 4,094 4,481 103,324 △6,102 105,798

会計方針の変更による累積
的影響額   △1,853  △1,853

会計方針の変更を反映した当
期首残高

4,094 4,481 101,471 △6,102 103,944

当期変動額      

新株の発行（新株予約権の
行使）

139 139   279

剰余金の配当   △6,249  △6,249

親会社株主に帰属する当期
純利益   39,405  39,405

自己株式の取得    △6,411 △6,411

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動  3,585  3,707 7,292

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 139 3,724 33,156 △2,704 34,316

当期末残高 4,234 8,206 134,627 △8,806 138,261

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 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
その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 15 342 358 388 6,941 113,486

会計方針の変更による累積
的影響額      △1,853

会計方針の変更を反映した当
期首残高

15 342 358 388 6,941 111,633

当期変動額       

新株の発行（新株予約権の
行使）

     279

剰余金の配当      △6,249

親会社株主に帰属する当期
純利益      39,405

自己株式の取得      △6,411

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動      7,292

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△7 △860 △867 △73 △6,941 △7,882

当期変動額合計 △7 △860 △867 △73 △6,941 26,434

当期末残高 8 △517 △508 314 － 138,067
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　　（訂正後）

前連結会計年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）
 

     (単位:百万円)

 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

当期首残高 4,032 5,934 76,038 △3,102 82,902

当期変動額      

新株の発行
（新株予約権の行使）

32 32   65

新株の発行
（譲渡制限付株式の発行）

29 29   58

剰余金の配当   △4,520  △4,520

親会社株主に帰属する当期
純利益   31,806  31,806

自己株式の取得    △3,000 △3,000

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動  △1,514   △1,514

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 62 △1,452 27,286 △3,000 22,895

当期末残高 4,094 4,481 103,324 △6,102 105,798

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 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
その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 8 60 68 408 － 83,379

当期変動額       

新株の発行
（新株予約権の行使）

     65

新株の発行
（譲渡制限付株式の発行）

     58

剰余金の配当      △4,520

親会社株主に帰属する当期
純利益      31,806

自己株式の取得      △3,000

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動      △1,514

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

7 282 289 △20 6,941 7,211

当期変動額合計 7 282 289 △20 6,941 30,107

当期末残高 15 342 358 388 6,941 113,486
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当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

     (単位:百万円)

 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

当期首残高 4,094 4,481 103,324 △6,102 105,798

会計方針の変更による累積
的影響額   △1,853  △1,853

会計方針の変更を反映した当
期首残高

4,094 4,481 101,471 △6,102 103,944

当期変動額      

新株の発行（新株予約権の
行使）

104 104   208

新株の発行（譲渡制限付株
式の発行）

35 35   71

剰余金の配当   △6,249  △6,249

親会社株主に帰属する当期
純利益   39,407  39,407

自己株式の取得    △6,411 △6,411

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動  3,585  3,707 7,292

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 139 3,724 33,158 △2,704 34,318

当期末残高 4,234 8,206 134,629 △8,806 138,263

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 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
その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 15 342 358 388 6,941 113,486

会計方針の変更による累積
的影響額      △1,853

会計方針の変更を反映した当
期首残高

15 342 358 388 6,941 111,633

当期変動額       

新株の発行（新株予約権の
行使）

     208

新株の発行（譲渡制限付株
式の発行）

     71

剰余金の配当      △6,249

親会社株主に帰属する当期
純利益      39,407

自己株式の取得      △6,411

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動      7,292

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△7 △860 △867 △75 △6,941 △7,884

当期変動額合計 △7 △860 △867 △75 △6,941 26,434

当期末残高 8 △517 △508 312 － 138,067

 

EDINET提出書類

株式会社オープンハウス(E27842)

訂正有価証券報告書

13/26



④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　　（訂正前）

 （単位：百万円）

 
当連結会計年度

(自　2018年10月１日
　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 55,699

その他 △917

 

　　（訂正後）

 （単位：百万円）

 
当連結会計年度

(自　2018年10月１日
　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 55,701

その他 △919

 

【注記事項】

（連結株主資本等変動計算書関係）

　　（訂正前）

当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

当連結会計

年度末残高

（百万円）

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
314

 合計 314

 

　　（訂正後）

当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

当連結会計

年度末残高

（百万円）

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
312

 合計 312

 

EDINET提出書類

株式会社オープンハウス(E27842)

訂正有価証券報告書

14/26



（ストック・オプション等関係）

　　（訂正前）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位:百万円）

 
当連結会計年度

（自　2018年10月１日
至　2019年９月30日）

販売費及び一般管理費 39

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 第７回ストック・オプション

権利確定条件

　権利行使時においても、

取締役、監査役又は使用人

何れかの地位を有すること

を要する。（注）２

対象勤務期間 （注）３

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

②　単価情報

  
第７回

ストック・
オプション

権利行使価格 （円） 4,131

行使時平均株価 （円） －

付与日における

公正な評価単価
（円） 1,327

（注）2015年７月１日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算しております。

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
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　　（訂正後）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位:百万円）

 
当連結会計年度

（自　2018年10月１日
至　2019年９月30日）

販売費及び一般管理費 2

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 第７回ストック・オプション

権利確定条件

　権利行使時においても、

取締役、監査役又は使用人

何れかの地位を有すること

を要する。（注）２

　なお、権利確定日は、段

階的に到来する

Ａ．2021年４月２日

付与数の３分の１

Ｂ．2024年４月２日

付与数の３分の１

Ｃ．2027年４月２日

付与数の３分の１

対象勤務期間

Ａ．付与数の３分の１

2019年４月19日～

2021年４月２日

Ｂ．付与数の３分の１

2019年４月19日～

2024年４月２日

Ｃ．付与数の３分の１

2019年４月19日～

2027年４月２日

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

②　単価情報

  
第７回

ストック・
オプション

権利行使価格 （円） 4,131

行使時平均株価 （円） －

付与日における

公正な評価単価
（円）

Ａ．1,249円

Ｂ．1,330円

Ｃ．1,390円

（注）１．2015年７月１日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算しております。

２．Ａ～Ｃは、２．(1)表中の権利確定条件及び対象勤務期間のＡ～Ｃに対応しています。
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度に付与された第７回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおり

であります。

①　使用した評価技法：ブラック・ショールズモデル

②　主な基礎数値及び見積方法

 
第７回ストック・オプション

Ａ Ｂ Ｃ

株価変動性（注）１ 46.3％

予想残存期間（注）２ ６年 7.5年 ９年

予想配当率（注）３ 2.494％

無リスク利子率（注）４ △0.151％ △0.135％ △0.085％

（注）１．上場以来の株価情報を用いて推計

２．Ａ：2021年４月３日から2029年４月２日まで

Ｂ：2024年４月３日から2029年４月２日まで

Ｃ：2027年４月３日から2029年４月２日まで

３．直近期配当実績98円÷株価（2019年４月18日終値3,930円）

４．Ａ：2019年４月19日発表の売買参考統計値表・長期国債338より

Ｂ：2019年４月19日発表の売買参考統計値表・長期国債344より

Ｃ：2019年４月19日発表の売買参考統計値表・長期国債350より

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
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（税効果会計関係）

　　（訂正前）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当連結会計年度

（2019年９月30日）

評価性引当額 △799

 

　　（訂正後）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当連結会計年度

（2019年９月30日）

評価性引当額 △798

 

（企業結合等関係）

　　（訂正前）

（3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

当社普通株式（自己株式） 7,356百万円

取得原価 7,356百万円

 

　　（訂正後）

（3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

当社普通株式（自己株式） 7,536百万円

取得原価 7,536百万円

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　（訂正前）

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

 （単位:百万円）

 
調整額
(注)１

連結財務諸表

計上額

(注)２ 

セグメント利益 △922 57,779

（注）１．セグメント利益の調整額△922百万円には、セグメント間取引消去248百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,170百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

 

　　（訂正後）

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

 （単位:百万円）

 
調整額
(注)１

連結財務諸表

計上額

(注)２ 

セグメント利益 △920 57,781

（注）１．セグメント利益の調整額△920百万円には、セグメント間取引消去237百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,157百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。
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（１株当たり情報）

　　（訂正前）

 

 
当連結会計年度

（自　2018年10月１日
至　2019年９月30日）

 

１株当たり当期純利益 351.20円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
349.09円

 

 
当連結会計年度

（自　2018年10月１日
至　2019年９月30日）

１株当たり当期純利益  

　親会社株主に帰属する当期純利益

　（百万円）
39,405

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益（百万円）
39,405

 

　　（訂正後）

 

 
当連結会計年度

（自　2018年10月１日
至　2019年９月30日）

 

１株当たり当期純利益 351.22円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
349.11円

 

 
当連結会計年度

（自　2018年10月１日
至　2019年９月30日）

１株当たり当期純利益  

　親会社株主に帰属する当期純利益

　（百万円）
39,407

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益（百万円）
39,407
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（２）その他

　　（訂正前）

（累計期間） 第３四半期 当連結会計年度

税金等調整前四半期（当期）

純利益（百万円）
34,877 55,699

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益（百万円）
24,483 39,405

１株当たり四半期（当期）

純利益（円）
217.28 351.20

 

（会計期間） 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益

（円）
74.46 134.71

 

　　（訂正後）

（累計期間） 第３四半期 当連結会計年度

税金等調整前四半期（当期）

純利益（百万円）
34,878 55,701

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益（百万円）
24,484 39,407

１株当たり四半期（当期）

純利益（円）
217.28 351.22

 

（会計期間） 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益

（円）
74.46 134.72
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　　（訂正前）

 （単位：百万円）

 
当事業年度

(2019年９月30日)

繰越利益剰余金 28,729

利益剰余金合計 28,764

株主資本合計 34,158

新株予約権 314

 

　　（訂正後）

 （単位：百万円）

 
当事業年度

(2019年９月30日)

繰越利益剰余金 28,731

利益剰余金合計 28,767

株主資本合計 34,160

新株予約権 312

 

②【損益計算書】

　　（訂正前）

 （単位：百万円）

 
当事業年度

(自　2018年10月１日
　至　2019年９月30日)

販売費及び一般管理費 5,455

営業利益 856

経常利益 15,543

税引前当期純利益 15,543

当期純利益 15,862

 

　　（訂正後）

 （単位：百万円）

 
当事業年度

(自　2018年10月１日
　至　2019年９月30日)

販売費及び一般管理費 5,453

営業利益 858

経常利益 15,545

税引前当期純利益 15,545

当期純利益 15,864

 

EDINET提出書類

株式会社オープンハウス(E27842)

訂正有価証券報告書

21/26



③【株主資本等変動計算書】

　　（訂正前）

前事業年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）

       (単位:百万円)

 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

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,032 3,815 2,118 5,934 35 11,113 11,148 △3,102 18,012

当期変動額          

新株の発行
（新株予約権の行使）

62 62  62     124

剰余金の配当      △4,520 △4,520  △4,520

当期純利益      15,209 15,209  15,209

自己株式の取得        △3,000 △3,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

         

当期変動額合計 62 62 － 62 － 10,688 10,688 △3,000 7,813

当期末残高 4,094 3,877 2,118 5,996 35 21,801 21,837 △6,102 25,825

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 8 8 408 18,429

当期変動額     

新株の発行
（新株予約権の行使）

   124

剰余金の配当    △4,520

当期純利益    15,209

自己株式の取得    △3,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

7 7 △20 △13

当期変動額合計 7 7 △20 7,800

当期末残高 15 15 388 26,229
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当事業年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

       (単位:百万円)

 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

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,094 3,877 2,118 5,996 35 21,801 21,837 △6,102 25,825

会計方針の変更による累
積的影響額      △2,685 △2,685  △2,685

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

4,094 3,877 2,118 5,996 35 19,115 19,151 △6,102 23,140

当期変動額          

新株の発行（新株予約
権の行使）

139 139  139     279

剰余金の配当      △6,249 △6,249  △6,249

当期純利益      15,862 15,862  15,862

自己株式の取得        △6,411 △6,411

株式交換による増加   3,829 3,829    3,707 7,536

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

         

当期変動額合計 139 139 3,829 3,968 － 9,613 9,613 △2,704 11,017

当期末残高 4,234 4,017 5,947 9,965 35 28,729 28,764 △8,806 34,158

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 15 15 388 26,229

会計方針の変更による累
積的影響額    △2,685

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

15 15 388 23,544

当期変動額     

新株の発行（新株予約
権の行使）

   279

剰余金の配当    △6,249

当期純利益    15,862

自己株式の取得    △6,411

株式交換による増加    7,536

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△7 △7 △73 △80

当期変動額合計 △7 △7 △73 10,937

当期末残高 8 8 314 34,481
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　　（訂正後）

前事業年度（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）

       (単位:百万円)

 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

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,032 3,815 2,118 5,934 35 11,113 11,148 △3,102 18,012

当期変動額          

新株の発行
（新株予約権の行使）

32 32  32     65

新株の発行
（譲渡制限付株式の発
行）

29 29  29     58

剰余金の配当      △4,520 △4,520  △4,520

当期純利益      15,209 15,209  15,209

自己株式の取得        △3,000 △3,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

         

当期変動額合計 62 62 － 62 － 10,688 10,688 △3,000 7,813

当期末残高 4,094 3,877 2,118 5,996 35 21,801 21,837 △6,102 25,825

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 8 8 408 18,429

当期変動額     

新株の発行
（新株予約権の行使）

   65

新株の発行
（譲渡制限付株式の発
行）

   58

剰余金の配当    △4,520

当期純利益    15,209

自己株式の取得    △3,000

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

7 7 △20 △13

当期変動額合計 7 7 △20 7,800

当期末残高 15 15 388 26,229
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当事業年度（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）

       (単位:百万円)

 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

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,094 3,877 2,118 5,996 35 21,801 21,837 △6,102 25,825

会計方針の変更による累
積的影響額      △2,685 △2,685  △2,685

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

4,094 3,877 2,118 5,996 35 19,115 19,151 △6,102 23,140

当期変動額          

新株の発行（新株予約
権の行使）

104 104  104     208

新株の発行（譲渡制限
付株式の発行）

35 35  35     71

剰余金の配当      △6,249 △6,249  △6,249

当期純利益      15,864 15,864  15,864

自己株式の取得        △6,411 △6,411

株式交換による増加   3,829 3,829    3,707 7,536

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

         

当期変動額合計 139 139 3,829 3,968 － 9,615 9,615 △2,704 11,020

当期末残高 4,234 4,017 5,947 9,965 35 28,731 28,767 △8,806 34,160

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 15 15 388 26,229

会計方針の変更による累
積的影響額    △2,685

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

15 15 388 23,544

当期変動額     

新株の発行（新株予約
権の行使）

   208

新株の発行（譲渡制限
付株式の発行）

   71

剰余金の配当    △6,249

当期純利益    15,864

自己株式の取得    △6,411

株式交換による増加    7,536

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△７ △７ △75 △82

当期変動額合計 △７ △７ △75 10,937

当期末残高 8 8 312 34,481
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【注記事項】

（税効果会計関係）

　　（訂正前）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当事業年度

（2019年９月30日）

 百万円

繰延税金資産小計 1,075

　評価性引当額 △402

 

　　（訂正後）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当事業年度

（2019年９月30日）

 百万円

繰延税金資産小計 1,074

　評価性引当額 △401
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