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(訂正) 平成 17 年 12 月期決算短信(連結)、平成 17 年 12 月期個別財務諸表の概要、

平成 16 年 12 月期決算短信(連結)、平成 16 年 12 月期個別財務諸表の概要の一部訂正

について 

 

平成 18 年２月 24 日に発表いたしました平成 17年 12 月期決算短信（連結）および平成 17 年 12 月

期個別財務諸表の概要、平成 17 年２月 25 日に発表いたしました平成 16 年 12 月期決算短信（連結）

および平成 16 年 12 月期個別財務諸表の概要の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正いた

します。 

 

記 

 

平成 17 年 12 月期決算短信（連結） 

４ 【連結財務諸表】 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

表示方法の変更（P26) 

 

 

(訂正前) 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

―――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「前受金の増減額」（前連結会計年度△5,210千円）

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度よ

り区分掲記しております。 

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「敷金及び保証金の差入による支出」（前連結会計

年度△36,867千円）は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より区分掲記しております。 

 



(訂正後) 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第

97号）により、証券取引法第２条第２項において、一定

の匿名組合契約上の権利を証券取引法上の有価証券とみ

なすこととされたことに伴い、前連結会計年度まで「匿

名組合出資金」として表示していたみなし有価証券（前

連結会計年度299,214千円）を当連結会計年度より投資そ

の他の資産「投資有価証券」として表示しております。

この変更により、投資有価証券は387,659千円増加してお

ります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「前受金の増減額」（前連結会計年度△5,210千円）

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度よ

り区分掲記しております。 

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「敷金及び保証金の差入による支出」（前連結会計

年度△36,867千円）は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より区分掲記しております。 

 

 

 

平成 17 年 12 月期個別財務諸表の概要 

１ 【個別財務諸表】 

(1)【貸借対照表】（P３） 

 

(訂正前) 

  
前事業年度 

平成16年12月31日 
当事業年度 

平成17年12月31日 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資本の部)    

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 △4,015 △0.1 6,363 0.2 10,378

 

 

 

(訂正後) 

  
前事業年度 

平成16年12月31日 
当事業年度 

平成17年12月31日 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資本の部)    

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

※６ △4,015 △0.1 6,363 0.2 10,378

 

 

 

 

 

 

 



注記事項 

貸借対照表関係（P９） 

 

(訂正前) 

前事業年度 
平成16年12月31日 

当事業年度 
平成17年12月31日 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

売掛金 70,091千円

未払金 107,841千円
 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

売掛金 125,998千円

前受金 675,758千円
 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

当座貸越限度額 500,000千円

貸出実行残高 ―千円
 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 ―千円
 

３         ―――― 

 

３ 不動産売買契約に伴う偶発債務は、以下のとおり

であります。 

違約金支払義務 255,000千円
 

※４ 会社が発行する株式 

 普通株式 90,000株

発行済株式総数 

 普通株式 38,443.95株
 

※４ 会社が発行する株式 

 普通株式 270,000株

発行済株式総数 

 普通株式 118,679.85株
 

※５ 自己株式の保有数 

 普通株式 2.95株
 

※５ 自己株式の保有数 

 普通株式 8.85株
 

 

 

 

 

(訂正後) 

前事業年度 
平成16年12月31日 

当事業年度 
平成17年12月31日 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

売掛金 70,091千円

未払金 107,841千円
 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

売掛金 125,998千円

前受金 675,758千円
 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

当座貸越限度額 500,000千円

貸出実行残高 ―千円
 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 ―千円
 

３         ―――― 

 

３ 不動産売買契約に伴う偶発債務は、以下のとおり

であります。 

違約金支払義務 255,000千円
 

※４ 会社が発行する株式 

 普通株式 90,000株

発行済株式総数 

 普通株式 38,443.95株
 

※４ 会社が発行する株式 

 普通株式 270,000株

発行済株式総数 

 普通株式 118,679.85株
 

※５ 自己株式の保有数 

 普通株式 2.95株
 

※５ 自己株式の保有数 

 普通株式 8.85株
 

※６         ―――― ※６ 配当制限 

    商法施行規則第124条３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額6,363千

円であります。 

 



平成 16 年 12 月期決算短信（連結） 

４ 【連結財務諸表】 

(1)【連結貸借対照表】（P11） 

 

(訂正前) 

  
前連結会計年度 
平成15年12月31日 

当連結会計年度 
平成16年12月31日 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資産の部)    

Ⅱ 固定資産    

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  56,784 278,841  222,057

(2) 匿名組合出資金  299,214 387,659  88,445

(3) 敷金及び保証金  120,705 157,572  36,867

(4) 繰延税金資産  1,166 3,271  2,104

(5) その他 ※１ 12,750 84,129  71,379

投資その他の資産合計  
 

490,620 26.9 911,474 20.6 420,854

 

 

 

(訂正後) 

  
前連結会計年度 
平成15年12月31日 

当連結会計年度 
平成16年12月31日 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資産の部)    

Ⅱ 固定資産    

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  56,784 666,501  609,716

(2) 匿名組合出資金  299,214 ━  △299,214

(3) 敷金及び保証金  120,705 157,572  36,867

(4) 繰延税金資産  1,166 3,271  2,104

(5) その他 ※１ 12,750 84,129  71,379

投資その他の資産合計  
 

490,620 26.9 911,474 20.6 420,854

 

 

 

 

 

 

 

 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（P18） 

 

(訂正前) 

項目 

前連結会計年度 

自 平成15年１月１日 

至 平成15年12月31日 

当連結会計年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

４ 会計処理基準に関する

事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価 

方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決

算日直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価差額と

して処理しております。また評

価差額は全部資本直入法により

処理しております。) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決

算日直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価差額と

して処理しております。また評

価差額は全部資本直入法により

処理しております。) 

 

(訂正後)  

項目 

前連結会計年度 

自 平成15年１月１日 

至 平成15年12月31日 

当連結会計年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

４ 会計処理基準に関する

事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価 

方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決

算日直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価差額と

して処理しております。また評

価差額は全部資本直入法により

処理しております。) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決

算日直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は評価差額と

して処理しております。また評

価差額は全部資本直入法により

処理しております。) 

(匿名組合出資金は個別法によ

っており、詳細は「(7)イ匿名組

合出資金の会計処理」に記載し

ております。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（P19） 

 

(訂正前) 
 

項目 

前連結会計年度 

自 平成15年１月１日 

至 平成15年12月31日 

当連結会計年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

 (7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

イ 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合へ出資を行うに際

して、匿名組合財産の持分相当

額を「匿名組合出資金」として

計上しております。 

連結子会社の出資する匿名

組合が獲得した純損益の持分

相当額については「匿名組合分

配損益」に計上するとともに同

額を「匿名組合出資金」に加減

し、投資先の営業者からの出資

金の払い戻しについては、「匿

名組合出資金」を減額させてお

ります。 

(7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

イ 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合へ出資を行うに際

して、匿名組合財産の持分相当

額を「匿名組合出資金」として

計上しております。 

連結会社の出資する匿名組

合が獲得した純損益の持分相

当額については「匿名組合分配

損益」に計上するとともに同額

を「匿名組合出資金」に加減し、

投資先の営業者からの出資金

の払い戻しについては、「匿名

組合出資金」を減額させており

ます。 
  
 

(訂正後) 

項目 

前連結会計年度 

自 平成15年１月１日 

至 平成15年12月31日 

当連結会計年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

 (7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

イ 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合へ出資を行うに際

して、匿名組合財産の持分相当

額を「匿名組合出資金」として

計上しております。 

連結子会社の出資する匿名

組合が獲得した純損益の持分

相当額については「匿名組合分

配損益」に計上するとともに同

額を「匿名組合出資金」に加減

し、投資先の営業者からの出資

金の払い戻しについては、「匿

名組合出資金」を減額させてお

ります。 

(7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

イ 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合へ出資を行うに際

して、匿名組合財産の持分相当

額を「投資有価証券」として計

上しております。 

匿名組合への出資時に｢投資

有価証券｣を計上し、匿名組合

が獲得した純損益の持分相当

額については「匿名組合分配損

益」に計上するとともに同額を

「投資有価証券」に加減し、投

資先の営業者からの出資金の

払い戻しについては、「投資有

価証券」を減額させておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



表示方法の変更（P20) 

 

(訂正前) 

前連結会計年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

当連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「リース

収入」（当連結会計年度324千円)及び「免税事業者消費税

等（当連結会計年度704千円)」は、営業外収益の100分の

10以下となったため、当連結会計年度より営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。 

―――― 

 

(訂正後) 

前連結会計年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

当連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「リース

収入」（当連結会計年度324千円)及び「免税事業者消費税

等（当連結会計年度704千円)」は、営業外収益の100分の

10以下となったため、当連結会計年度より営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）により、証券取引法第２条第２項において、

一定の匿名組合契約上の権利を証券取引法上の有価

証券とみなすこととされたことに伴い、前連結会計年

度まで「匿名組合出資金」として表示していたみなし

有価証券（前連結会計年度299,214千円）を当連結会

計年度より投資その他の資産「投資有価証券」として

表示しております。この変更により、投資有価証券は

387,659千円増加しております。 

 

 

 

 

注記事項 

 （有価証券関係） 

  当連結会計年度（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 

   時価評価されていない主な有価証券（P22） 

 

(訂正前) 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場外国証券 118,241 

金銭信託受益権 160,600 

合 計 278,841

 

(訂正後) 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場外国証券 118,241 

金銭信託受益権 160,600 

匿名組合出資 387,659

合 計 666,501



平成 16 年 12 月期個別財務諸表の概要 

１ 【個別財務諸表】 

(1)【貸借対照表】（P２） 

 

 

(訂正前) 

  
前事業年度 

平成15年12月31日 
当事業年度 

平成16年12月31日 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資産の部)    

Ⅱ 固定資産    

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  56,784 241,876  185,092

(2) 関係会社株式  490,197 490,197  ―

(3) 関係会社出資金  24,000 54,400  30,400

(4) 匿名組合出資金  ― 85,584  85,584

(5) 敷金及び保証金  120,495 147,362  26,867

(6) 繰延税金資産  1,166 3,271  2,104

投資その他の資産合計  692,643 54.4 1,022,692 36.1 330,049

 

 

(訂正後) 

  
前事業年度 

平成15年12月31日 
当事業年度 

平成16年12月31日 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資産の部)    

Ⅱ 固定資産    

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  56,784 327,461  270,677

(2) 関係会社株式  490,197 490,197  ―

(3) 関係会社出資金  24,000 54,400  30,400

(4) 敷金及び保証金  120,495 147,362  26,867

(5) 繰延税金資産  1,166 3,271  2,104

投資その他の資産合計  692,643 54.4 1,022,692 36.1 330,049

 

 

 

 

 

 

 

 



重要な会計方針（P６） 

 

 

(訂正前) 

項目 

前事業年度 

自 平成15年１月１日 

至 平成15年12月31日 

当事業年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

総平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決算日

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は評価差額として処理して

おります。また評価差額は全部資本

直入法により処理しております。) 

(1) 子会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決算日

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は評価差額として処理して

おります。また評価差額は全部資本

直入法により処理しております。) 

 

 

(訂正後) 

項目 

前事業年度 

自 平成15年１月１日 

至 平成15年12月31日 

当事業年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

総平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決算日

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は評価差額として処理して

おります。また評価差額は全部資本

直入法により処理しております。) 

(1) 子会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決算日

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は評価差額として処理してお

ります。また評価差額は全部資本直入

法により処理しております。) 

(匿名組合出資金は個別法によって

おり、詳細は「７ (2) 匿名組合出

資金の会計処理」に記載しておりま

す｡)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要な会計方針（P７） 

 

 

(訂正前) 

項目 

前事業年度 

自 平成15年１月１日 

至 平成15年12月31日 

当事業年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式により処理しております。

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 (2)     ――― 

 

(2) 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を「匿名組合

出資金」として計上しております。 

匿名組合への出資時に「匿名組合出

資金」を計上し、匿名組合が獲得した

純損益の持分相当額については「匿名

組合分配損益」に計上するとともに同

額を「匿名組合出資金」に加減し、投

資先の営業者からの出資金の払い戻

しについては、「匿名組合出資金」を

減額させております。 

 

 

(訂正後) 

項目 

前事業年度 

自 平成15年１月１日 

至 平成15年12月31日 

当事業年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式により処理しております。

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 (2)     ――― 

 

(2) 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を「投資有価

証券」として計上しております。 

匿名組合への出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額については「匿名組

合分配損益」に計上するとともに同額

を「投資有価証券」に加減し、投資先

の営業者からの出資金の払い戻しに

ついては、「投資有価証券」を減額さ

せております。 

 

 

 

以上 
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