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平成18年12月１日 

各  位 

会 社 名  エスアールジータカミヤ株式会社 

代表社名  代表取締役社長兼社長執行役員 

                髙 宮 一 雅

           （ＪＡＳＤＡＱ・コード２４４５）

問合せ先  代表取締役副社長兼副社長執行役員

                髙 宮 章 好

         （TEL．06-6375-3900） 

 

 

（訂正）「平成19年３月期 中間決算短信（連結）」及び 

「平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要」の一部訂正について 

 

 

平成18年11月15日に発表致しました「平成19年３月期 中間決算短信（連結）」及び「平成19年

３月期 個別中間財務諸表の概要」の記載内容に一部誤りがありましたので、別紙のとおり訂正い

たします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

以上 
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（別紙） 

１．平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料21頁 

 

（訂正前） 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）を適用してお

ります。これにより税金等調整前中間純利益は

125,836千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の

中間連結財務諸表規則に基づき各資産の減価

償却累計額に含めて表示しております。 

 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前当期純利益は

125,836千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表規則に基づき各資産の減価償却

累計額に含めて表示しております。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,867,526千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しております。 

 

────── 
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（訂正後） 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）を適用してお

ります。これにより税金等調整前中間純利益は

125,836千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の

中間連結財務諸表規則に基づき各資産の減価

償却累計額に含めて表示しております。 

 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前当期純利益は

125,836千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表規則に基づき各資産の減価償却

累計額に含めて表示しております。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,867,526千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しております。 

 

────── 

────── （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間より、「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）ならびに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準適用指針第10号）を適用しており

ます。 

 

────── 
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２．平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料24頁 

 

（訂正前） 

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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

４．    ────── 

貸出コミットメン

トの総額 
1,200,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,200,000千円

   

貸出コミットメン

トの総額 
1,200,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,200,000千円 
 

 

（訂正後） 

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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため㈱三菱東京ＵＦＪ銀行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これら

契約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。 

４．    ────── 

貸出コミットメン

トの総額 
1,200,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,200,000千円

   

貸出コミットメン

トの総額 
1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000千円 
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３．平成19年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料34頁 

 

（訂正前） 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  ⑤ 当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度におけ

る１株当たり情報および当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度

における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 

340円95銭 

１株当たり純資産額

404円36銭

１株当たり当期純利

益金額 

30円35銭 

１株当たり当期純利

益金額 

42円48銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

 

（訂正後） 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  ⑤ 当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度におけ

る１株当たり情報および当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度

における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 

340円95銭 

１株当たり純資産額

404円36銭

１株当たり当期純利

益金額 

30円35銭 

１株当たり当期純利

益金額 

42円48銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

  ３．当社は、平成18年４月27日開催の取締役会

決議に基づき、設備資金の安定的かつ効率的

調達を目的として、金融機関10社からなるシ

ンジケート団と以下のとおりシンジケート

ローンの契約を締結いたしました。 

契約日   平成18年５月26日 

契約金額    4,000,000千円 

契約期限    平成22年４月30日 

担保        無担保 

保証        無保証 
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４．平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 添付資料37頁～38頁 

 

（訂正前） 

６．個別中間財務諸表等 

(1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 
対前中間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金   3,453,683 2,348,283   2,283,544

２．受取手形 ※４  1,409,432 1,479,517   1,529,245

３．売掛金   2,643,356 2,727,658   2,784,100

４．たな卸資産   186,397 208,707   177,162

５．繰延税金資産   100,651 85,815   107,505

６．その他 ※２  639,462 661,871   503,919

貸倒引当金   △195,016 △163,989   △182,880

流動資産合計   8,237,966 37.7 7,347,865 33.8 △890,101  7,202,598 34.3

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１     

(1）賃貸資産  19,025,022  19,486,850  19,124,208 

減価償却累計額  11,147,721 7,877,301 10,662,168 8,824,682  10,946,373 8,177,834

(2）土地   2,511,966 2,517,966   2,511,966

(3）建設仮勘定   162,660 282,995   162,660

(4）その他  2,292,958  2,299,625  2,265,221 

減価償却累計額 ※６ 1,413,560 879,398 1,436,241 863,383  1,451,723 813,497

有形固定資産合計   11,431,325 12,489,027 1,057,701  11,665,958

２．無形固定資産   650,037 664,167 14,129  668,688

３．投資その他の資産      

(1）繰延税金資産   297,775 74,380   279,098

(2）その他 ※１  1,658,008 1,466,994   1,581,902

貸倒引当金   △407,537 △315,223   △376,107

投資その他の資産

合計 
  1,548,245 1,226,151 △322,093  1,484,894

固定資産合計   13,629,608 62.3 14,379,346 66.2 749,737  13,819,542 65.7

資産合計   21,867,575 100.0 21,727,211 100.0 △140,363  21,022,140 100.0
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前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 
対前中間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形   626,045 611,434   660,523

２．買掛金   748,254 627,945   834,582

３．短期借入金 ※１  650,000 1,400,000   1,600,000

４．１年以内に償還予

定の社債 
  180,000 220,000   180,000

５．１年以内に返済予

定の長期借入金 
※１  4,418,300 3,729,900   3,341,300

６．未払金   － 1,222,770   －

７．未払法人税等   50,719 54,705   295,828

８．賞与引当金   98,826 102,822   88,148

９．設備支払手形   1,166,118 756,192   922,425

10．その他   639,968 260,600   599,432

流動負債合計   8,578,233 39.2 8,986,371 41.4 408,137  8,522,241 40.5

Ⅱ 固定負債      

１．社債   2,420,000 2,900,000   2,330,000

２．長期借入金 ※１  5,936,900 4,986,300   4,878,800

３．退職給付引当金   72,517 85,164   56,565

４．役員退職慰労引当

金 
  533,500 99,200   543,700

５．長期設備支払手形   847,501 327,383   552,492

６．その他   259,632 576,019   488,257

固定負債合計   10,070,051 46.1 8,974,067 41.3 △1,095,984  8,849,814 42.1

負債合計   18,648,284 85.3 17,960,438 82.7 △687,846  17,372,055 82.6

      

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   519,750 2.4 － － △519,750  519,750 2.5

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金  557,750 －  557,750

資本剰余金合計   557,750 2.6 － － △557,750  557,750 2.7

Ⅲ 利益剰余金      

１．利益準備金  76,812 －  76,812

２．任意積立金      

別途積立金  2,010,000 －  2,010,000

３．中間（当期）未処

分利益又は中間未

処理損失（△） 

 △21,668 －  379,318

利益剰余金合計   2,065,143 9.4 － － △2,065,143  2,466,130 11.7

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  77,607 0.3 － － △77,607  107,526 0.5

Ⅴ 自己株式   △960 △0.0 － － 960  △1,072 △0.0

資本合計   3,219,290 14.7 － － △3,219,290  3,650,084 17.4

負債資本合計   21,867,575 100.0 － － △21,867,575  21,022,140 100.0
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（訂正後） 

６．個別中間財務諸表等 

(1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 
対前中間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金   3,453,683 2,348,283   2,283,544

２．受取手形 ※４  1,409,432 1,479,517   1,529,245

３．売掛金   2,643,356 2,727,658   2,784,100

４．たな卸資産   186,397 208,707   177,162

５．繰延税金資産   100,651 85,815   107,505

６．その他 ※２  639,462 730,285   503,919

貸倒引当金   △195,016 △163,989   △182,880

流動資産合計   8,237,966 37.7 7,416,279 34.1 △821,687  7,202,598 34.3

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１     

(1）賃貸資産  19,025,022  19,486,850  19,124,208 

減価償却累計額  11,147,721 7,877,301 10,662,168 8,824,682  10,946,373 8,177,834

(2）土地   2,511,966 2,517,966   2,511,966

(3）建設仮勘定   162,660 282,995   162,660

(4）その他  2,292,958  2,299,625  2,265,221 

減価償却累計額 ※６ 1,413,560 879,398 1,436,241 863,383  1,451,723 813,497

有形固定資産合計   11,431,325 12,489,027 1,057,701  11,665,958

２．無形固定資産   650,037 664,167 14,129  668,688

３．投資その他の資産      

(1）繰延税金資産   297,775 74,380   279,098

(2）その他 ※１  1,658,008 1,398,580   1,581,902

貸倒引当金   △407,537 △315,223   △376,107

投資その他の資産

合計 
  1,548,245 1,157,737 △390,507  1,484,894

固定資産合計   13,629,608 62.3 14,310,932 65.9 681,323  13,819,542 65.7

資産合計   21,867,575 100.0 21,727,211 100.0 △140,363  21,022,140 100.0
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前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 
対前中間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形   626,045 611,434   660,523

２．買掛金   748,254 627,945   834,582

３．短期借入金 ※１  650,000 1,400,000   1,600,000

４．１年以内に償還予

定の社債 
  180,000 220,000   180,000

５．１年以内に返済予

定の長期借入金 
※１  4,418,300 3,729,900   3,341,300

６．未払金   － 1,222,770   462,223

７．未払法人税等   50,719 54,705   295,828

８．賞与引当金   98,826 102,822   88,148

９．設備支払手形   1,166,118 756,192   922,425

10．その他   639,968 260,600   137,209

流動負債合計   8,578,233 39.2 8,986,371 41.4 408,137  8,522,241 40.5

Ⅱ 固定負債      

１．社債   2,420,000 2,900,000   2,330,000

２．長期借入金 ※１  5,936,900 4,986,300   4,878,800

３．退職給付引当金   72,517 85,164   56,565

４．役員退職慰労引当

金 
  533,500 99,200   543,700

５．長期設備支払手形   847,501 327,383   552,492

６．その他   259,632 576,019   488,257

固定負債合計   10,070,051 46.1 8,974,067 41.3 △1,095,984  8,849,814 42.1

負債合計   18,648,284 85.3 17,960,438 82.7 △687,846  17,372,055 82.6

      

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   519,750 2.4 － － △519,750  519,750 2.5

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金  557,750 －  557,750

資本剰余金合計   557,750 2.6 － － △557,750  557,750 2.7

Ⅲ 利益剰余金      

１．利益準備金  76,812 －  76,812

２．任意積立金      

別途積立金  2,010,000 －  2,010,000

３．中間（当期）未処

分利益又は中間未

処理損失（△） 

 △21,668 －  379,318

利益剰余金合計   2,065,143 9.4 － － △2,065,143  2,466,130 11.7

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  77,607 0.3 － － △77,607  107,526 0.5

Ⅴ 自己株式   △960 △0.0 － － 960  △1,072 △0.0

資本合計   3,219,290 14.7 － － △3,219,290  3,650,084 17.4

負債資本合計   21,867,575 100.0 － － △21,867,575  21,022,140 100.0
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５．平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 添付資料45頁 

 

（訂正前） 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

これにより税引前中間純損失は125,836千円

増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき各資産の減価償

却累計額に含めて表示しております。 

 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税引前当期純利益は125,836千円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表等規則に基づき各資産の減価償却累

計額に含めて表示しております。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,766,839千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

 

────── 
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（訂正後） 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

これにより税引前中間純損失は125,836千円

増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき各資産の減価償

却累計額に含めて表示しております。 

 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税引前当期純利益は125,836千円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表等規則に基づき各資産の減価償却累

計額に含めて表示しております。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,766,839千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

 

────── 

────── （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間より、「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号）ならびに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用しております。

 

────── 
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６．平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 添付資料48頁 

 

（訂正前） 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

貸出コミットメン

トの総額 
1,200,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,200,000千円

   

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

貸出コミットメン

トの総額 
1,200,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,200,000千円

  

５．    ────── 

 

（訂正後） 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

貸出コミットメン

トの総額 
1,200,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,200,000千円

   

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため㈱三菱東京ＵＦＪ銀行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これら

契約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメン

トの総額 
1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000千円

  

５．    ────── 
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７．平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 添付資料55頁 

 

（訂正前） 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  ⑤当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たり情報

および当期首に行われたと仮定した場合の当

事業年度における１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 

347円13銭 

１株当たり純資産額

397円75銭

１株当たり当期純利

益金額 

30円80銭 

１株当たり当期純利

益金額 

30円16銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

 

（訂正後） 

（重要な後発事象） 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  ⑤当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たり情報

および当期首に行われたと仮定した場合の当

事業年度における１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 

347円13銭 

１株当たり純資産額

397円75銭

１株当たり当期純利

益金額 

30円80銭 

１株当たり当期純利

益金額 

30円16銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

    

３．当社は、平成18年４月27日開催の取締役会

決議に基づき、設備資金の安定的かつ効率的

調達を目的として、金融機関10社からなるシ

ンジケート団と以下のとおりシンジケート

ローンの契約を締結いたしました。 

契約日   平成18年５月26日 

契約金額    4,000,000千円 

契約期限    平成22年４月30日 

担保        無担保 

保証        無保証 

 

 


