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平成 19 年 11 月 14 日 

各 位 

会 社 名 キヤノン株式会社 
代表者名 代表取締役会長 
 御手洗 冨士夫 
コード番号 7751 
上場取引所（所属部）東京、大阪、名古屋（以上第一部） 
 福岡、札幌 
問合せ先 常務取締役経理本部長 
 大澤 正宏 
 （TEL．03－3758－2111） 

 

 

（訂正）「トッキ株式会社株券等に対する公開買付けの開始並びに 

第三者割当増資の引受けに関するお知らせ」の一部訂正について 
 

昨日発表いたしました「トッキ株式会社株券等に対する公開買付けの開始並びに第三者

割当増資の引受けに関するお知らせ」に関し、一部訂正を要する箇所がありましたので、

下記の通りお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所に下線を付しております。 

記 

〈訂正箇所〉 

11 頁目及び 12 頁目 

４．その他 

（３）投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

 

（訂正前） 

 

① 対象者は、ジャスダック証券取引所において、平成 19 年 11 月 13 日付で「平成 20 年 6

月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該発表に

基づく業績予想の修正内容は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第

193 条の２の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。また、以下の公表の内容

の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、当社はその正確性及び真

実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。 

 

 

平成２０年６月期中間（連結・単独）業績予想の修正等 
・中間期連結業績予想数値の修正（平成 19年７月１日～平成 19年 12月 31日） 

（単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回予想（A） ２，５０４ △２１７ △２５６ △２５９ 
今回修正（B） ２，９０５ △５４２ △５８０ △７９３ 
増減額（B－A） ４０１ △３２５ △３２４ △５３４ 
増減率（％） １６．０ △１４９．８ △１２６．５ △２０６．１ 
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・中間期単独業績予想数値の修正（平成 19年７月１日～平成 19年 12月 31日） 
（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回予想（A） １，１２４ △１９０ △２３１ △２３４ 
今回修正（B） １，０５５ △５１９ △５５８ △７７０ 
増減額（B－A） △６９ △３２９ △３２７ △５３６ 
増減率（％） △６．１ △１７３．１ △１４１．５ △２２９．０ 

 
平成 20年６月期通期（連結・単独）業績予想の修正等 
・通期連結業績予想数値の修正（平成 19年７月１日～平成 20年６月 30日） 

      （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回予想（A） ７，９１６ １２３ ４８ ３４ 
今回修正（B） ８，２１７ １２３ ４８ △１６６ 
増減額（B－A） ３０１ ０ ０ △２００ 
増減率   １０３．８％ ０．０％ ０．０％ ― 

 
・通期単独業績予想数値の修正（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30日） 

              （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回予想（A） ４，４６６ △１０８ ２９ ２２ 
今回修正（B） ４，４６６ △１０８ ２９ △１７７ 
増減額（B－A） ０ ０ ０ △１９９ 
増減率   ０．０％ ０．０％ ０．０％ ― 

 
 
（訂正後） 

 
①対象者は、ジャスダック証券取引所において、平成 19 年 11 月 13 日付で「特別損失の発

生並びに平成２０年６月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」、「（訂正）「特

別損失の発生並びに平成２０年６月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」

の一部訂正について」及び「（訂正・追加）「特別損失の発生並びに平成２０年６月期中

間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について」を公表しておりま

す。当該発表に基づく特別損失の発生並びに業績予想の修正内容は以下のとおりです。

なお、当該内容につきましては、法第 193 条の２の規定に基づく監査法人の監査を受け

ておりません。また、以下の公表の内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋し

たものであり、当社はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、ま

た実際にかかる検証を行っておりません。 

 

特別損失の発生 
対象者は平成 19 年 11 月 13 日付「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」に

よりお知らせしたとおり、当社に対する第三者割当増資を行うことを決議いたしました。

この新株式の発行等の諸費用の発生による約 200百万円を特別損失として計上すること
となりました。 
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平成２０年６月期中間（連結・単独）業績予想の修正等 
・中間期連結業績予想数値の修正（平成 19年７月１日～平成 19年 12月 31日） 

 売上高 
（百万円） 

営業利益 
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

前回予想（A） ２，５０４ △２１７ △２５６ △２５９ 
今回修正（B） ２，９０５ △５４２ △５８０ △７９３ 
増減額（B－A） ４０１ △３２５ △３２４ △５３４ 
増減率（％） １６．０ － － － 

 
・中間期単独業績予想数値の修正（平成 19年７月１日～平成 19年 12月 31日） 

 売上高 
（百万円） 

営業利益 
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

前回予想（A） １，１２４ △１９０ △２３１ △２３４ 
今回修正（B） １，０５５ △５１９ △５５８ △７７０ 
増減額（B－A） △６９ △３２９ △３２７ △５３６ 
増減率（％） △６．１ － － － 

 
平成 20年６月期通期（連結・単独）業績予想の修正等 
・通期連結業績予想数値の修正（平成 19年７月１日～平成 20年６月 30日） 

 売上高 
（百万円） 

営業利益 
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

前回予想（A） ７，９１６ １２３ ４８ ３４ 
今回修正（B） ８，２１７ １２３ ４８ △１６６ 
増減額（B－A） ３０１ ０ ０ △２００ 
増減率（％） ３．８ ０．０  ０．０  ― 

 
・通期単独業績予想数値の修正（平成 19年７月１日～平成 20年６月 30日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
前回予想（A） ４，４６６   １０８ ２９ ２２ 
今回修正（B） ４，４６６   １０８ ２９ △１７７ 
増減額（B－A） ０ ０ ０ △１９９ 
増減率（％） ０．０  ０．０  ０．０  ― 

 
以 上 


