
 

 

 

 

平成 18 年２月６日 

各 位 

会 社 名  株式会社サハダイヤモンド 
代表者名  代表取締役社長 今野 康裕 
（JASDAQ・コード 9898） 
問合せ先   
役職・氏名 取締役管理部長 大見 信夫 
電  話  ０３－３８４６－２０６１ 

 

平成 17 年３月期 決算短信(連結)、並びに 

   平成 18 年３月期 中間決算短信(連結)の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 17 年５月 25 日付で発表いたしました「平成 17 年３月期 決算短信(連結)」、並び

に平成 17 年 11 月 21 日付で発表いたしました「平成 18 年３月期 中間決算短信(連結)」

において一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。 

 

記 

 

1． 訂正箇所 

 

訂正箇所は   を付して表示しております。 

 

「平成 17 年３月期 決算短信(連結)」 

４．連結財務諸表等 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

前連結会計年度 

（自 平成 15 年４月１日 

  至 平成 16 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

  至 平成 17 年３月 31 日） 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、下記の２社を除いて

事業年度の末日は、連結決算日と一致して

おります。 

① ㈱ゲイン・ホールディングの決算日

７月 31 日 

② ㈱サハダイヤモンドの決算日 12 月

31 日 

  連結財務諸表の作成にあたっては、これ

らの会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、下記の２社を除いて

事業年度の末日は、連結決算日と一致して

おります。 

① ㈱ゲイン・ホールディングの決算日

７月 31 日 

② ㈱サハダイヤモンドの決算日 12 月

31 日 

  連結財務諸表の作成にあたっては、これ

らの会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

 

                     



                     

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

（自 平成 15 年４月１日 

  至 平成 16 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

  至 平成 17 年３月 31 日） 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、下記の２社を除いて

事業年度の末日は、連結決算日と一致して

おります。 

① ㈱ゲイン・ホールディングの決算日

７月 31 日 

② ㈱サハダイヤモンドの決算日 12

月 31 日 

 連結財務諸表の作成にあたっては、これら

の会社については、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、下記の３社を除いて

事業年度の末日は、連結決算日と一致して

おります。 

① ㈱ゲイン・ホールディングの決算日

７月 31 日 

② ㈱サハダイヤモンドの決算日 12

月 31 日 

③ ㈱サハダイヤモンドマニュファク

チュアリングの決算日 12 月 31 日

 連結財務諸表の作成にあたっては、これら

の会社については、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。 

 

 

「平成 18 年３月期 中間決算短信(連結)」 

４．中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 16 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年９月 30 日）

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17 年３月 31 日）

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項 

連結子会社のうち、㈱ゲイ

ン・ホールディング、(有)

キーズの決算日は７月 31 日

であります。中間連結財務諸

表の作成にあたっては、中間

連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。また、㈱

サハダイヤモンドの決算日

は 12 月 31 日で、同じく中間

連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。 

 その他の連結子会社の中

間期の末日は、中間連結決算

日と一致しております。 

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項 

 連結子会社のうち、㈱サハ

ダイヤモンドの中間決算日

は６月 30 日であります。 

 中間連結財務諸表の作成

にあたっては、中間連結決算

日現在で実施した仮決算に

基づく中間財務諸表を使用

しております。 

３．連結子会社の決算日等に

関する事項 

  連結子会社のうち、下記

の２社を除いて事業年度

の末日は、連結決算日と一

致しております。 

① ㈱ゲイン・ホールデ

ィングの決算日 ７

月 31 日 

② ㈱サハダイヤモンド

の決算日 12月31日

 連結財務諸表の作成にあ

たっては、これらの会社につ

いては、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

 



                     

（訂正後） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 16 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年９月 30 日）

前連結会計年度 

（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17 年３月 31 日）

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項 

連結子会社のうち、㈱ゲイ

ン・ホールディング、(有)

キーズの決算日は７月 31 日

であります。中間連結財務諸

表の作成にあたっては、中間

連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。また、㈱

サハダイヤモンドの決算日

は 12 月 31 日で、同じく中間

連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。 

 その他の連結子会社の中

間期の末日は、中間連結決算

日と一致しております。 

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項 

 連結子会社のうち、㈱サハ

ダイヤモンド、㈱サハダイヤ

モンドマニュファクチュア

リングの中間決算日は６月

30 日であります。 

 中間連結財務諸表の作成

にあたっては、中間連結決算

日現在で実施した仮決算に

基づく中間財務諸表を使用

しております。 

３．連結子会社の決算日等に

関する事項 

  連結子会社のうち、下記

の３社を除いて事業年度

の末日は、連結決算日と一

致しております。 

① ㈱ゲイン・ホールデ

ィングの決算日 ７

月 31 日 

② ㈱サハダイヤモンド

の決算日 12月31日

③ ㈱サハダイヤモンド

マニュファクチュア

リングの決算日 12

月 31 日 

 連結財務諸表の作成にあ

たっては、これらの会社につ

いては、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

 

２．訂正理由 

 

 上記訂正の経緯に関しましては、平成 18 年３月期 第３四半期財務・業績の概況(連結)

の作成の過程で詳細にグループ各社の数値を取りまとめ確認する中で明らかになった訂正

であります。 

 なお、連結財務諸表の作成にあたっては、これらのグループ各社については、連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しており、既に発表しております当社連

結財務諸表の内容に変更はございません。 

以上 

 


