
 
 

平成 １８ 年 ２ 月 ２８ 日 
各      位 

会 社 名  株式会社ウェザーニューズ 
代表者名  代表取締役会長兼社長 
            石橋 博良 
（コード番号 4825 東証第１部） 
問合せ先  PR ｺｰﾅｰﾘｰﾀﾞｰ 森下 良治            
（TEL．043 － 274 － 5536 ） 
 

（訂正）平成 18 年５月期中間決算短信(連結)および個別中間財務諸表の概要の一部訂正について 

 

 平成 17 年 12 月 27 日に公表いたしました平成 18 年５月期中間決算短信(連結)および個別中間財務

諸表の概要の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。また訂正後のページを添

付いたします。 

 

記 

 

（下線表示が訂正箇所） 

 

  ・注記事項 (中間連結貸借対照表関係)（28ページ） 

訂正前 
 

訂正後 

当中間連結会計期間末 
(平成17年11月30日) 

 当中間連結会計期間末 
(平成17年11月30日) 

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとお
りであります。 

    （1）担保に供している資産 
建物及び 
構築物 611,666千円 

工具、器具 
及び備品 241,943千円 

有形固定資産 
のその他 215,000千円 

（土地） 

計 1,068,610千円 
 

→→→→    

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとおり
であります。 

    （1）担保に供している資産 
建物及び 
構築物 859,984千円 

工具、器具 
及び備品 241,943千円 

有形固定資産 
のその他 384,677千円 

（土地） 

計 1,486,605千円 
 

 
  ・注記事項 (中間貸借対照表関係)（45ページ） 

訂正前 
 

訂正後 

当中間会計期間末 
(平成17年11月30日) 

 当中間会計期間末 
(平成17年11月30日) 

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとお
りであります。 

    （1）担保に供している資産 
建物 611,666千円 
工具、器具 
及び備品 241,943千円

有形固定資産 
のその他 215,000千円 

 （土地） 

計 1,068,610千円
 

→→→→ 

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとお
りであります。 

    （1）担保に供している資産 
建物 859,984千円 
工具、器具 
及び備品 241,943千円

有形固定資産 
のその他 384,677千円 

 （土地） 

計 1,486,605千円
 

 



28 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成16年11月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年11月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
3,607,888千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
3,418,581千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
3,149,818千円 

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとお
りであります。 

    （1）担保に供している資産 
建物及び 
構築物 

486,555千円 

工具、器具 
及び備品 229,742千円 

有形固定資産 
のその他 215,000千円 

（土地） 

計 931,298千円 
 

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとお
りであります。 

    （1）担保に供している資産 
建物及び 
構築物 

859,984千円 

工具、器具 
及び備品 241,943千円 

有形固定資産 
のその他 384,677千円 

（土地） 

計 1,486,605千円 
 

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとお
りであります。 

    （1）担保に供している資産 
建物及び 
構築物 

473,582千円 

工具、器具 
及び備品 177,683千円 

有形固定資産 
のその他 215,000千円 

（土地） 

計 866,266千円 
 

 
      （2）上記に対応する債務 

短期借入金 37,770千円 
長期借入金 692,230千円 

計 730,000千円 
 

 
      （2）上記に対応する債務 

短期借入金 101,980千円 
長期借入金 780,250千円 

計 882,230千円 
 

 
（2）上記に対応する債務 

短期借入金 77,810千円 
長期借入金 645,090千円 

計 722,900千円 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年11月30日) 

前事業年度末 
(平成17年５月31日) 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 
2,313,520千円 

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとお
りであります。 

    （1）担保に供している資産 
建物 486,555千円 
工具、器具 
及び備品 229,742千円 

有形固定資産 
のその他 215,000千円 

 （土地） 

計 931,298千円 
 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 
2,593,151千円 

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとお
りであります。 

    （1）担保に供している資産 
建物 859,984千円 
工具、器具 
及び備品 241,943千円 

有形固定資産 
のその他 384,677千円 

 （土地） 

計 1,486,605千円 
 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 
2,475,975千円 

※２  担保に供している資産および
これに対する債務は、次のとお
りであります。 

    （1）担保に供している資産 
建物 473,582千円 
工具、器具 
及び備品 177,683千円 

有形固定資産 
のその他 215,000千円 

 （土地） 

計 866,266千円 
 

 
    （2）上記に対応する債務 

短期借入金 37,770千円 
長期借入金 692,230千円 

計 730,000千円 
 

 
    （2）上記に対応する債務 

短期借入金 101,980千円  
長期借入金 780,250千円  

計 882,230千円  
 

 
    （2）上記に対応する債務 

短期借入金 77,810千円 
長期借入金 645,090千円 

計 722,900千円 
 

 
 ３ 偶発債務 
  （1）下記の関係会社のオラン
ダ政府に対する債務について、
保証を行っております。 

      Weathernews Benelux B.V.    
75,350千円 

  （2）下記の関係会社のリース
債務について、保証を行ってお
ります。 

      Weathernews Americas Inc.    
385,479千円 

  
上記(1)(2)の合計       

   460,829千円 
 

 
 ３ 偶発債務 
  （1）下記の関係会社のオラン
ダ政府に対する債務について、
保証を行っております。 

      Weathernews Benelux B.V.    
56,494千円 

  （2）下記の関係会社のリース
債務について、保証を行ってお
ります。 

      Weathernews Americas Inc. 
 406,354千円 

  （3）平成17年6月1日に当社は
販売部門を会社分割したことに
伴い、下記の関係会社が当社か
ら承継したリース債務につき、
併存的債務引受を行っておりま
す。 

      ㈱ダブリュエックス二十四    
       539,754千円

  
 

 上記(1)～(3)の合計     
   1,002,603千円 

 
 

 
 ３ 偶発債務 
  （1）下記の関係会社のオラン
ダ政府に対する債務について、
保証を行っております。 

      Weathernews Benelux B.V.    
60,699千円 

  （2）下記の関係会社のリース
債務について、保証を行ってお
ります。 

      Weathernews Americas Inc.    
       385,235千円

  
 

 上記(1)(2)の合計     
  

   445,935千円 
 

※４ 仮払消費税等および仮受消費
税等は相殺のうえ、流動負債の
「その他」に含めて表示してお
ります。 

※４      同左 ※４        ―――――― 

以上 


