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平成19年５月25日 

 各    位 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（訂正）「平成19年２月期 個別中間財務諸表の概要」 
の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成18年10月25日に発表いたしました「平成19年２月期 個別中間財務諸表の概要」の記載内容に

ついて、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

【訂正理由】 

平成19年２月期本決算の会計監査の過程において、平成19年２月期中間決算数値の訂正箇所（債務保

証損失引当金戻入益の仕訳の誤り）が見つかったため訂正いたします。 

 

【訂正内容】 

訂正箇所は、___を付して表示しております。 

 

該当ページ：Ｐ.41 [添付資料] 

５．個別財務諸表等 

(2) 中間損益計算書 
 

（訂正前）  

    
前中間会計期間 

（自 平成 17 年３月１日 

至 平成 17 年８月 31 日）

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

   至 平成 18 年８月 31 日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成 17 年３月１日 

   至 平成 18 年２月 28 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅵ 特別利益 ※３   － －   100,000 0.4   2,237,359 3.3

Ⅶ 特別損失 
※４ 

※５ 
  622,883 1.9   2,170,522 7.8   2,631,824 3.8

税引前中間（当 

期）純損失 
    1,314,767 3.9   2,877,745 10.3   1,530,835 2.2

  
 

 

 

会 社 名 株式会社 新星堂 

代表者名 代表取締役社長 宮崎正紀

（JASDAQ・コード７４１５） 

問合せ先  

役職・氏名 
代表取締役専務取締役 
管理本部長 宮崎正是 

電 話 ０３－３３９３－５１５１
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（訂正後）  

    
前中間会計期間 

（自 平成 17 年３月１日 

     至 平成 17 年８月 31 日）

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

   至 平成 18 年８月 31 日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成 17 年３月１日 

   至 平成 18 年２月 28 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅵ 特別利益 ※３   － －   92,853 0.3   2,237,359 3.3

Ⅶ 特別損失 
※４ 

※５ 
  622,883 1.9   2,163,375 7.7   2,631,824 3.8

税引前中間（当 

期）純損失 
    1,314,767 3.9   2,877,745 10.3   1,530,835 2.2
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注記事項 (中間損益計算書関係) 

（訂正前） 

前中間会計期間 

（自 平成 17 年３月１日 

   至 平成 17 年８月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日 

     至 平成 18 年２月 28 日） 

※３    ─────   
 ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

  債務保証損失引当金戻

入益 100,000千円
 

厚生年金基金     

代行返上益 2,142,528千円
 

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損    

建物 20,861千円 

器具及び備品 20,682  

有形固定資産のその他 103  

撤去費用 37,650  

     計 79,297千円 

減損損失 465,565千円 

貸倒引当金繰入額 77,180千円 

 

固定資産除却損    

建物 21,124千円

器具及び備品 11,687  

撤去費用 75,999  

    計 108,811千円

減損損失 955,715千円

営業譲渡損失 659,814千円

特別退職関連費用 409,653千円

貸倒引当金繰入額 7,146千円
 

固定資産除却損   

建物 111,911千円

器具及び備品 70,721  

有形固定資産のその他 157  

 撤去費用 202,535  

     計 385,326千円

減損損失 465,565千円

確定拠出年金     

制度導入費用 
1,582,394千円

 

 

（訂正後） 

前中間会計期間 

（自 平成 17 年３月１日 

   至 平成 17 年８月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日 

     至 平成 18 年２月 28 日） 

※３    ─────   
 ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

  債務保証損失引当金戻

入益 62,000千円

貸倒引当金戻入益 30,853千円 

厚生年金基金     

代行返上益 2,142,528千円
 

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損    

建物 20,861千円 

器具及び備品 20,682  

有形固定資産のその他 103  

撤去費用 37,650  

     計 79,297千円 

減損損失 465,565千円 

貸倒引当金繰入額 77,180千円  

固定資産除却損    

建物 21,124千円

器具及び備品 11,687  

撤去費用 75,999  

    計 108,811千円

減損損失 955,715千円

営業譲渡損失 659,814千円

特別退職関連費用 409,653千円 

固定資産除却損   

建物 111,911千円

器具及び備品 70,721  

有形固定資産のその他 157  

 撤去費用 202,535  

     計 385,326千円

減損損失 465,565千円

確定拠出年金     

制度導入費用 
1,582,394千円

 

以 上 


