
 

平成 24 年２月 24 日 

各      位 

 会 社 名  金 下 建 設 株 式 会 社 

 代表者名  代表取締役社長 金下 昌司 

（コード 1897 大証第二部） 

 問合せ先  経理部長     山崎 哲典 

（TEL．0772－46－3151） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 23 年 12 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２月10日に発表いたしました「平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について訂正があ

りましたのでお知らせいたします。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 

訂正箇所（訂正箇所には下線を付して表示しております。） 

サマリー情報 

１．平成23年12月期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

（１）連結経営成績 

（２）連結財政状態 

（参考）個別業績の概要 

１．平成23年12月期の個別業績（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

（１）個別経営成績 

（２）個別財政状態 

添付資料 （決算短信該当ページ） 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 ①当期の経営成績 （添付資料２ページ） 

（２）財政状態に関する分析 ①資産、負債、純資産の状況 （添付資料３ページ） 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 （添付資料8～9ページ） 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 （添付資料10～11ページ） 

（３）連結株主資本等変動計算書 （添付資料12～13ページ） 

（10）連結財務諸表に関する注記事項 (１株当たり情報) （添付資料26ページ） 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 （添付資料27～29ページ） 

（２）損益計算書 （添付資料30ページ） 

（３）株主資本等変動計算書 （添付資料31～33ページ） 
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サマリー情報 

１．平成 23 年 12 月期の連結業績（平成 23 年１月１日～平成 23 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績 

【訂正前】 

 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 ％

23 年 12 月期 12,986 △22.1 △342 － △154 － △271 － 

22 年 12 月期 16,660 56.3 410 72.2 551 27.5 271 2.7

（注）包括利益  23 年 12 月期 △213 百万円（－％）  22 年 12 月期 △226 百万円（－％） 
 

 
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 ％ ％ ％

23 年 12 月期 △16 62 － △1.4 △0.6 △2.6

22 年 12 月期 15 88 － 1.3 2.0 2.5

（参考）持分法投資損益  23 年 12 月期  －百万円  22 年 12 月期  －百万円 
 
【訂正後】 

 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 ％

23 年 12 月期 12,986 △22.1 △342 － △154 － △278 － 

22 年 12 月期 16,660 56.3 410 72.2 551 27.5 271 2.7

（注）包括利益  23 年 12 月期 △219 百万円（－％）  22 年 12 月期 226 百万円（－％） 
 

 
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 ％ ％ ％

23 年 12 月期 △17 01 － △1.4 △0.6 △2.6

22 年 12 月期 15 88 － 1.3 2.0 2.5

（参考）持分法投資損益  23 年 12 月期  －百万円  22 年 12 月期  －百万円 

 

（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

23 年 12 月期 22,166 19,696 87.4 1,200 23

22 年 12 月期 26,171 20,430 76.9 1,198 49

（参考）自己資本  23 年 12 月期 19,366 百万円  22 年 12 月期 20,119 百万円 
 
【訂正後】 

 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

23 年 12 月期 22,160 19,690 87.4 1,199 84

22 年 12 月期 26,171 20,430 76.9 1,198 49

（参考）自己資本  23 年 12 月期 19,360 百万円  22 年 12 月期 20,119 百万円 
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（参考）個別業績の概要 

１．平成 23 年 12 月期の個別業績（平成 23 年１月１日～平成 23 年 12 月 31 日） 

（１）個別経営成績 

【訂正前】 

 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 ％

23 年 12 月期 12,409 △23.3 △385 － △197 － △317 － 

22 年 12 月期 16,168 60.3 367 59.3 506 19.3 218 △22.2
 

 
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  

23 年 12 月期 △19 44 －  

22 年 12 月期 12 76 －  

 

【訂正後】 

 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 ％

23 年 12 月期 12,409 △23.3 △385 － △197 － △324 － 

22 年 12 月期 16,168 60.3 367 59.3 506 19.3 218 △22.2
 

 
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  

23 年 12 月期 △19 83 －  

22 年 12 月期 12 76 －  

 

（２）個別財政状態 
【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

23 年 12 月期 21,643 19,243 88.9 1,192 58

22 年 12 月期 25,634 20,041 78.2 1,193 87

（参考）自己資本  23 年 12 月期 19,243 百万円  22 年 12 月期 20,041 百万円 

 

【訂正後】 

 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

23 年 12 月期 21,636 19,236 88.9 1,192 19

22 年 12 月期 25,634 20,041 78.2 1,193 87

（参考）自己資本  23 年 12 月期 19,236 百万円  22 年 12 月期 20,041 百万円 
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1.経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

【訂正前】 

（省略） 

このような状況のもとで、当連結会計年度の当社グループの売上高は 129 億８千６百万円（前期比 22.1％

減）となりました。利益面につきましては、営業損失は３億４千２百万円（前期は営業利益４億１千万円）、

経常損失は１億５千４百万円（前期は経常利益５億５千１百万円）となりました。また、特別損失に退職

給付制度改定損を計上したほか、繰延税金資産の一部を取崩したこと等により、当期純損失は２億７千１

百万円（前期は当期純利益２億７千１百万円）となりました。 

（省略） 

【訂正後】 

（省略） 

このような状況のもとで、当連結会計年度の当社グループの売上高は 129 億８千６百万円（前期比 22.1％

減）となりました。利益面につきましては、営業損失は３億４千２百万円（前期は営業利益４億１千万円）、

経常損失は１億５千４百万円（前期は経常利益５億５千１百万円）となりました。また、特別損失に退職

給付制度改定損を計上したほか、繰延税金資産の一部を取崩したこと等により、当期純損失は２億７千８

百万円（前期は当期純利益２億７千１百万円）となりました。 

（省略） 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

【訂正前】 

当連結会計年度末における総資産につきましては、売上高の減少等に伴い、受取手形・完成工事未収入

金等が６億５千２百万円、未成工事支出金等が 26 億８千５百万円減少したこと等により、前連結会計年度

末より 40 億５百万円減少し 221 億６千６百万円となりました。 

負債につきましては、手持工事の減少等に伴い、支払手形・工事未払金等が 10 億４千万円、未成工事受

入金が 18 億９千３百万円減少したこと等により、前連結会計年度末より 32 億７千１百万円減少し 24 億７

千万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が５億５千７百万円減少、自己株式が２億３千５百万円増加したこ

と等により、前連結会計年度末より７億３千４百万円減少し 196 億９千６百万円となりました。 

【訂正後】 

当連結会計年度末における総資産につきましては、売上高の減少等に伴い、受取手形・完成工事未収入

金等が６億５千２百万円、未成工事支出金等が 26 億８千５百万円減少したこと等により、前連結会計年度

末より 40 億１千１百万円減少し 221 億６千万円となりました。 

負債につきましては、手持工事の減少等に伴い、支払手形・工事未払金等が 10 億４千万円、未成工事受

入金が 18 億９千３百万円減少したこと等により、前連結会計年度末より 32 億７千１百万円減少し 24 億７

千万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が５億６千３百万円減少、自己株式が２億３千５百万円増加したこ

と等により、前連結会計年度末より７億４千万円減少し 196 億９千万円となりました。 
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４. 連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

【訂正前】 

(単位：百万円)

          前連結会計年度 

(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

資産の部     

  流動資産 
    現金預金 10,185 10,321
    受取手形・完成工事未収入金等 3,046 2,394
    有価証券 908 1,372
    未成工事支出金等 3,412 728
    繰延税金資産 32 44
    その他 420 145
    貸倒引当金 △24 △9
    流動資産合計 17,979 14,996
  （省略） 
  資産合計 26,171 22,166
          
 

 

【訂正後】 

(単位：百万円) 

          前連結会計年度 

(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金預金 10,185 10,321
    受取手形・完成工事未収入金等 3,046 2,394
    有価証券 908 1,372
    未成工事支出金等 3,412 728
    繰延税金資産 32 38
    その他 420 145
    貸倒引当金 △24 △9
    流動資産合計 17,979 14,990
  （省略） 
  資産合計 26,171 22,160
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【訂正前】 

(単位：百万円) 

     前連結会計年度 

(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 1,000 1,000
   資本剰余金 2,121 2,121
    利益剰余金 17,508 16,951
    自己株式 △758 △993
    株主資本合計 19,871 19,079
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 248 287
    その他の包括利益累計額合計 248 287
  少数株主持分 311 330
  純資産合計 20,430 19,696

負債純資産合計 26,171 22,166
      
 

 

【訂正後】 

(単位：百万円) 

     前連結会計年度 

(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 1,000 1,000
    資本剰余金 2,121 2,121
    利益剰余金 17,508 16,945
    自己株式 △758 △993
    株主資本合計 19,871 19,073
  その他の包括利益累計額 
    その他有価証券評価差額金 248 287
    その他の包括利益累計額合計 248 287
  少数株主持分 311 330
  純資産合計 20,430 19,690

負債純資産合計 26,171 22,160
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（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)

    
前連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日)

（省略） 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当

期純損失（△） 
519 △249

法人税、住民税及び事業税 188 27

過年度法人税等 － 10

法人税等調整額 41 △34

法人税等合計 229 3

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △252

少数株主利益 19 19

当期純利益又は当期純損失（△） 271 △271
    

  

【訂正後】 

(単位：百万円)

    
前連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成23年１月１日 

  平成23年12月31日) 

（省略） 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当

期純損失（△） 
519 △249

法人税、住民税及び事業税 188 27

過年度法人税等 － 10

法人税等調整額 41 △28

法人税等合計 229 10

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △259

少数株主利益 19 19

当期純利益又は当期純損失（△） 271 △278
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（連結包括利益計算書） 

【訂正前】 

（単位：百万円）

    
前連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △252

その他の包括利益 
  その他有価証券評価差額金 － 39
  その他の包括利益合計 － 39

包括利益 － △213

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 － △232
  少数株主に係る包括利益 － 19
  

  

【訂正後】 

（単位：百万円）

    
前連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成2年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △259

その他の包括利益 
  その他有価証券評価差額金 － 39
  その他の包括利益合計 － 39

包括利益 － △219

（内訳） 
  親会社株主に係る包括利益 － △238
  少数株主に係る包括利益 － 19
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（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１月１日 

 至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日)

株主資本 
  （省略） 
  利益剰余金 
    前期末残高 17,531 17,508
    当期変動額 
      剰余金の配当 △293 △285
      当期純利益又は当期純損失（△） 271 △271
    資本剰余金から利益剰余金への振替 △0 －
      当期変動額合計 △23 △557
    当期末残高 17,508 16,951
  （省略） 
  株主資本合計 
    前期末残高 20,057 19,871
   当期変動額 
      剰余金の配当 △293 △285
      当期純利益又は当期純損失（△） 271 △271
      自己株式の取得 △164 △235
      自己株式の処分 0 －
      資本剰余金から利益剰余金への振替 － －
      当期変動額合計 △186 △792
    当期末残高 19,871 19,079
 

  （省略） 

純資産合計 
  前期末残高 20,660 20,430
  当期変動額 
    剰余金の配当 △293 △285
    当期純利益又は当期純損失（△） 271 △271
    自己株式の取得 △164 △235
    自己株式の処分 0 －
    資本剰余金から利益剰余金への振替 － －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45 58
    当期変動額合計 △231 △734
  当期末残高 20,430 19,696
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【訂正後】 

(単位：百万円)

        
前連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日)

株主資本 
  （省略） 
  利益剰余金 
    前期末残高 17,531 17,508
    当期変動額 
      剰余金の配当 △293 △285
      当期純利益又は当期純損失（△） 271 △278
      資本剰余金から利益剰余金への振替 △0 －
      当期変動額合計 △23 △563
    当期末残高 17,508 16,945
  （省略） 
  株主資本合計 
    前期末残高 20,057 19,871
    当期変動額 
      剰余金の配当 △293 △285
      当期純利益又は当期純損失（△） 271 △278
      自己株式の取得 △164 △235
      自己株式の処分 0 －
      資本剰余金から利益剰余金への振替 － －
      当期変動額合計 △186 △798
    当期末残高 19,871 19,073
 

  （省略） 

純資産合計 
  前期末残高 20,660 20,430
  当期変動額 
    剰余金の配当 △293 △285
    当期純利益又は当期純損失（△） 271 △278
    自己株式の取得 △164 △235
    自己株式の処分 0 －
    資本剰余金から利益剰余金への振替 － －
    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45 58
    当期変動額合計 △231 △740
  当期末残高 20,430 19,690
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（10）連結財務諸表に関する注記事項 

(１株当たり情報） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成 22 年 １月 １日 

至 平成 22 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 23 年 １月 １日 

至 平成 23 年 12 月 31 日） 

１株当たり純資産額 1,198.49 円 

１株当たり当期純利益金額 15.88 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,200.23 円 

１株当たり当期純損失金額（△）△16.62 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 (注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成 22 年 １月 １日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成 23 年 １月 １日
至 平成23年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 

(百万円) 
271 △271 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）(百万円) 
271 △271 

期中平均株式数(株) 17,051,263 16,320,427 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成 22 年 １月 １日 

至 平成 22 年 12 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 23 年 １月 １日 

至 平成 23 年 12 月 31 日） 

１株当たり純資産額 1,198.49 円 

１株当たり当期純利益金額 15.88 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,199.84 円 

１株当たり当期純損失金額（△）△17.01 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 (注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成 22 年 １月 １日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成 23 年 １月 １日
至 平成23年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 

(百万円) 
271 △278 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）(百万円) 
271 △278 

期中平均株式数(株) 17,051,263 16,320,427 
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５. 個別財務諸表 

（１） 貸借対照表 

【訂正前】 

(単位：百万円)

          前事業年度 

(平成22年12月31日) 

当事業年度 

(平成23年12月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金預金 9,896 9,940
    受取手形 1,347 64
    完成工事未収入金 1,514 2,196
    兼業事業未収入金 54 28
    有価証券 908 1,372
    未成工事支出金 3,221 629
    材料貯蔵品 47 49
    繰延税金資産 30 44
    未収入金 426 74
    その他 33 128
    貸倒引当金 △23 △9
    流動資産合計 17,452 14,515
  （省略） 
 

  資産合計 25,634 21,643
        
 

 

【訂正後】 

(単位：百万円) 

         前事業年度 

(平成22年12月31日) 

当事業年度 

(平成23年12月31日) 

資産の部 
  流動資産 
    現金預金 9,896 9,940
    受取手形 1,347 64
    完成工事未収入金 1,514 2,196
    兼業事業未収入金 54 28
    有価証券 908 1,372
    未成工事支出金 3,221 629
    材料貯蔵品 47 49
    繰延税金資産 30 38
    未収入金 426 74
    その他 33 128
    貸倒引当金 △23 △9
    流動資産合計 17,452 14,509
  （省略） 
 

  資産合計 25,634 21,636
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【訂正前】 

(単位：百万円)

          前事業年度 

(平成22年12月31日) 

当事業年度 

(平成23年12月31日) 
 

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 1,000 1,000
    資本剰余金 
      資本準備金 2,121 2,121
      資本剰余金合計 2,121 2,121
    利益剰余金 
      利益準備金 250 250
      その他利益剰余金 
        別途積立金 16,200 16,200
        繰越利益剰余金 981 378
      利益剰余金合計 17,431 16,828
    自己株式 △758 △993
    株主資本合計 19,794 18,956
  評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 248 287
    評価・換算差額等合計 248 287
  純資産合計 20,041 19,243

負債純資産合計 25,634 21,643
          

  

【訂正後】 

(単位：百万円)

          前事業年度 

(平成22年12月31日) 

当事業年度 

(平成23年12月31日) 
 

純資産の部 
  株主資本 
    資本金 1,000 1,000
    資本剰余金 
      資本準備金 2,121 2,121
      資本剰余金合計 2,121 2,121
    利益剰余金 
      利益準備金 250 250
      その他利益剰余金 
        別途積立金 16,200 16,200
        繰越利益剰余金 981 372
      利益剰余金合計 17,431 16,822
    自己株式 △758 △993
    株主資本合計 19,794 18,950
  評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 248 287
    評価・換算差額等合計 248 287
  純資産合計 20,041 19,236

負債純資産合計 25,634 21,636
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（２）損益計算書 

【訂正前】 

(単位：百万円)

    
前事業年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 
  （省略） 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 439 △334

法人税、住民税及び事業税 179 9

過年度法人税等 － 10

法人税等調整額 42 △35

法人税等合計 221 △17

当期純利益又は当期純損失（△） 218 △317
 

 

【訂正後】 

(単位：百万円)

    
前事業年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 
  （省略） 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 439 △334

法人税、住民税及び事業税 179 9

過年度法人税等 － 10

法人税等調整額 42 △29

法人税等合計 221 △10

当期純利益又は当期純損失（△） 218 △324
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（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１月１日 

 至 平成22年12月31日)

当事業年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日)

株主資本 

  （省略） 

  
利益剰余金 

（省略） 
    

      繰越利益剰余金 
        前期末残高 1,056 981
 

       当期変動額 
          剰余金の配当 △293 △285
          当期純利益又は当期純損失（△） 218 △317

          その他資本剰余金から繰越利益

剰余金への振替 
△0 －

          当期変動額合計 △76 △603
        当期末残高 981 378
 

    利益剰余金合計 

      前期末残高 17,506 17,431

      当期変動額 

        剰余金の配当 △293 △285

        当期純利益又は当期純損失（△） 218 △317

        
その他資本剰余金から繰越利益剰

余金への振替 
△0 －

        当期変動額合計 △76 △603

      当期末残高 17,431 16,828
  （省略） 
  株主資本合計 
    前期末残高 20,033 19,794
    当期変動額 
      剰余金の配当 △293 △285
      当期純利益又は当期純損失（△） 218 △317
      自己株式の取得 △164 △235
      自己株式の処分 0 －

      
その他資本剰余金から繰越利益剰余

金への振替 
－ －

      当期変動額合計 △239 △838
    当期末残高 19,794 18,956
 

  （省略） 

純資産合計 

  前期末残高 20,344 20,041

  当期変動額 

    剰余金の配当 △293 △285

    当期純利益又は当期純損失（△） 218 △317

    自己株式の取得 △164 △235

    自己株式の処分 0 －

    
その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ

の振替 
－ －

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64 39

    当期変動額合計 △303 △799

  当期末残高 20,041 19,243
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【訂正後】 

(単位：百万円)

            
前事業年度 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日)

当事業年度 

(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日)

株主資本 

  （省略） 

  
利益剰余金 

（省略） 
    

      繰越利益剰余金 
        前期末残高 1,056 981
 

       当期変動額 
          剰余金の配当 △293 △285
          当期純利益又は当期純損失（△） 218 △324

          その他資本剰余金から繰越利益

剰余金への振替 
△0 －

          当期変動額合計 △76 △609
        当期末残高 981 372
 

    利益剰余金合計 

      前期末残高 17,506 17,431

      当期変動額 

        剰余金の配当 △293 △285

        当期純利益又は当期純損失（△） 218 △324

        
その他資本剰余金から繰越利益剰

余金への振替 
△0 －

        当期変動額合計 △76 △609

      当期末残高 17,431 16,822
  （省略） 
  株主資本合計 
    前期末残高 20,033 19,794
    当期変動額 
      剰余金の配当 △293 △285
      当期純利益又は当期純損失（△） 218 △324
      自己株式の取得 △164 △235
      自己株式の処分 0 －

      
その他資本剰余金から繰越利益剰余

金への振替 
－ －

      当期変動額合計 △239 △844
    当期末残高 19,794 18,950
 

  （省略） 

純資産合計 

  前期末残高 20,344 20,041

  当期変動額 

    剰余金の配当 △293 △285

    当期純利益又は当期純損失（△） 218 △324

    自己株式の取得 △164 △235

    自己株式の処分 0 －

    
その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ

の振替 
－ －

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64 39

    当期変動額合計 △303 △805

  当期末残高 20,041 19,236
        
 

以上 
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