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平成 19 年 5 月 28 日 

 

各      位 

会社名 ダイキサウンド株式会社 

代表者名 代表取締役社長 木村 裕治 

（JASDAQ・コード番号：３３５０） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役経営戦略部長 宗正 彰 

電話 ０３―５７９１―１７６６ 

 

 

（訂正）平成 19 年 8 月期中間決算短信（連結）及び個別中間財務諸表の概要の一部訂正について 

 

 平成 19 年 4 月 23 日付当社「平成 19 年 8 月期 中間決算短信（連結）」及び「平成 19 年 8 月期 個別

中間財務諸表の概要」において、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 

 

訂正箇所（下線で表示） 

 

1. 中間決算短信（連結）1 ページ 

「1.19 年２月中間期の連結業績（平成 18 年 9 月 1 日～平成 19 年 2 月 28 日）」 

「(2) 連結財政状態」 

訂正前 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭
19年８月中間期 2,780 779 27.7 23,694 78 

18年８月中間期 5,487 2,707 49.3 82,304 53 
 

訂正後 
 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭
19年８月中間期 2,780 779 27.7 23,412 15 

18年８月中間期 5,487 2,707 49.3 82,304 53 

 

 

2. 中間決算短信（連結）8 ページ 

「（レーベル事業）」４行目 

訂正前 

（前略）･･･前年度下期に対して営業損失は 38 百万円改善いたしました。･･･（後略） 

訂正後 

（前略）･･･前年度下期に対して営業損失は 37 百万円改善いたしました。･･･（後略） 

 

3. 中間決算短信（連結）18 ページ 

「4.中間連結財務諸表等 中間連結財務諸表 ④中間連結株主資本等変動計算書」 

「当中間連結会計期間（自 平成 18 年 9 月 1日 至 平成 19 年 2 月 28 日）」 
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訂正前 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

中間連結会計期間中の変動額合計 
    (千円) 

─ ─ △869,784 ─ △869,584 

訂正後 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

中間連結会計期間中の変動額合計 
    (千円) 

─ ─ △869,784 ─ △869,784 

 

4. 中間決算短信（連結）20 ページ 

「4.中間連結財務諸表等 中間連結財務諸表 ⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書」 

訂正前 

 
前中間連結会計期間
(自 平成17年9月1日
至 平成18年2月28日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年9月1日 
至 平成19年2月28日) 

前連結会計年度の 
 要約連結キャッシュ・
フロー計算書 
(自 平成17年9月1日
至 平成18年8月31日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

８ その他の投資による支出 △11,304 △706 △77,703 

訂正後 

 
前中間連結会計期間
(自 平成17年9月1日
至 平成18年2月28日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年9月1日 
至 平成19年2月28日) 

前連結会計年度の 
 要約連結キャッシュ・
フロー計算書 
(自 平成17年9月1日
至 平成18年8月31日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

８ その他の投資による支出 △11,304 △706 77,703 

 

5. 中間決算短信（連結）20 ページ 

「4.中間連結財務諸表等 中間連結財務諸表 ⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書」 

訂正前 

  

 
前中間連結会計期間

 
(自 平成17年9月1日
至 平成18年2月28日)

 
当中間連結会計期間 

 
(自 平成18年9月1日 
至 平成19年2月28日) 

前連結会計年度の 
 要約連結キャッシュ・
フロー計算書 

(自 平成17年9月1日 
至 平成18年8月31日)

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

７ 配当金の支払額  △54,304 ─ △65,704

訂正後 

  

 
前中間連結会計期間

 
(自 平成17年9月1日
至 平成18年2月28日)

 
当中間連結会計期間 

 
(自 平成18年9月1日 
至 平成19年2月28日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・
フロー計算書 

(自 平成17年9月1日 
至 平成18年8月31日)

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

７ 配当金の支払額  △54,304 ─ △54,704
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6. 中間決算短信（連結）24 ページ 

「（会計処理の変更）」 

訂正前 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年9月１日 
至 平成19年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年8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から「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 
委員会 平成15年10月31日 企業 
会計基準適用指針第６号)を適用し 
ております。 
なお、これによる損益に与える 
影響はありません。 

─ (固定資産の減損に係る会計基 
準) 
当連結会計年度から「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」(企業会計基準委員会 平 
成15年10月31日 企業会計基準適 
用指針第６号)を適用しており 
ます。 
なお、これによる損益に与える 
影響はありません。 

─ (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から「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770,306千円でありま 
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。 

(貸借対照表の純資産の部の表示 
に関する会計基準) 
 当連結会計年度から「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1,638,986千円であります。 
 なお、連結財務諸表規則の改正 
により、当連結会計年度における 
連結貸借対照表の純資産の部につ 
いては、改正後の連結財務諸表規 
則により作成しております。 

─ (ストック・オプション等に関す 
る会計基準) 
 当中間連結会計期間から「スト 
ック・オプション等に関する会計 
基準」(企業会計基準委員会 平成 
17年12月27日 企業会計基準適用 
指針第11号)を適用しております。
 なお、これによる損益に与える 
影響はありません。 

(ストック・オプション等に関す 
る会計基準) 
 当連結会計年度から「ストッ 
ク・オプション等に関する会計基 
準」(企業会計基準委員会 平成17 
年12月27日 企業会計基準適用指 
針第11号)を適用しております。 
 なお、これによる損益に与える 
影響はありません。 



  

4 

訂正後 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年9月１日 
至 平成19年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年8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から「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 
委員会 平成15年10月31日 企業 
会計基準適用指針第６号)を適用し 
ております。 

なお、これによる損益に与える 
影響はありません。 

─ (固定資産の減損に係る会計基 
準) 

当連結会計年度から「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」(企業会計基準委員会 平 
成15年10月31日 企業会計基準適 
用指針第６号)を適用しており 
ます。 

なお、これによる損益に与える 
影響はありません。 

─ ─ (貸借対照表の純資産の部の表示 
に関する会計基準) 
 当連結会計年度から「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1,638,986千円であります。 
 なお、連結財務諸表規則の改正 
により、当連結会計年度における 
連結貸借対照表の純資産の部につ 
いては、改正後の連結財務諸表規 
則により作成しております。 

─ ─ (ストック・オプション等に関す 
る会計基準) 
 当連結会計年度から「ストッ 
ク・オプション等に関する会計基 
準」(企業会計基準委員会 平成17 
年12月27日 企業会計基準適用指 
針第11号)を適用しております。 
 なお、これによる損益に与える 
影響はありません。 

 

7. 中間決算短信（連結）28 ページ 

「（中間連結株主資本等変動計算書関係）」 

「当中間連結会計期間」の「３ 新株予約権等に関する事項」及び「４ 配当に関する事項」 

訂正前 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株） 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当中間連結 
会計期間末 

当中間連結
会計期間
末残高 

（千円）

提出会社 
平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権 

普通株式 430 ― 59 371 ─

合計 430 ─ 59 371 ─

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成18年ストックオプションとしての新株予約権の減少は、付与対象者の退職により失効したものであります。 

  なお、平成18年ストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

４ 配当に関する事項 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 該当事項はありません。 
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訂正後 

３ 配当に関する事項 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間 

の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

 

8. 中間決算短信（連結）29 ページ 

「（中間連結株主資本等変動計算書関係）」 

「前連結会計年度」の「３ 新株予約権等に関する事項」及び「４ 配当に関する事項」 

訂正前 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株） 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

当連結会計
年度末残高
（千円）

提出会社 
平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権 

普通株式 ─ 500 70 430 ─

合計 ─ 500 70 430 ─

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成18年ストックオプションとしての新株予約権の減少は、付与対象者の退職により失効したものであります。 

  なお、平成18年ストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

４ 配当に関する事項 

  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 該当事項はありません。 

 

訂正後 

３ 配当に関する事項 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

 

9. 中間決算短信（連結）30 ページ 

「（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）」の「３ 重要な非資金取引の内容」 

訂正前 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― ― ３ 重要な非資金取引の内容 
新株予約権の 
行使に伴う資 
本金増加額 

749,997 千円

新株予約権の 
行使に伴う資 
本準備金増加 
額 

750,002  

新株予約権の 
行使に伴う転 
換社債型新株 
予約権付社債 
の減少額 

15,000,000  
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訂正後 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

― ― ３ 重要な非資金取引の内容 
新株予約権の 
行使に伴う資 
本金増加額 

749,997 千円

新株予約権の 
行使に伴う資 
本準備金増加 
額 

750,002  

新株予約権の 
行使に伴う転 
換社債型新株 
予約権付社債 
の減少額 

1,500,000  

 
 

10. 中間決算短信（連結）32 ページ 

「セグメント情報 １ 事業の種類別セグメント情報」 

「前連結会計年度」の「(注)２ 各区分の主な事業内容」 

訂正前 
２ 各区分の主な事業内容 
 (1) ディストリビューション事業…CD等の卸売販売 
 (2) データサービス事業……………実売データ等の情報提供、音楽配信、店頭楽曲配信端末の販売 
 (3) レーベル事業……………………インディーズCDの企画、制作、販売 

訂正後 
２ 各区分の主な事業内容 
 (1) パッケージディストリビューション事業…CD等の卸売販売 
 (2) デジタルディストリビューション事業……実売データ等の情報提供、音楽配信、店頭楽曲配信端末の

販売 
 (3) レーベル事業…………………………………インディーズCDの企画、制作、販売 

 

11. 中間決算短信（連結）39 ページ 

「１株当たり情報」 

訂正前 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

１株当たり 
純資産額 

82,304円53銭 

 

１株当たり 
純資産額 

23,694円78銭 

 

１株当たり 
純資産額 

50,072円76銭 

 

１株当たり 
中間純損失 

5,211円43銭 

 

１株当たり 
中間純損失 

26,435円60銭 

 

１株当たり 
当期純損失 

39,128円52銭 

 
なお、潜在株式調整後１株当た 

り中間純利益については、中間純 
損失を計上しているため記載して 
おりません。 

なお、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益については、中間純
損失を計上しているため記載して
おりません。 

なお、潜在株式調整後１株当た 
り当期純利益については、当期純 
損失を計上しているため記載して 
おりません。 

訂正後 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

１株当たり 
純資産額 

82,304円53銭 

 

１株当たり 
純資産額 

23,412円15銭 

 

１株当たり 
純資産額 

50,072円76銭 

 

１株当たり 
中間純損失 

5,211円43銭 

 

１株当たり 
中間純損失 

26,435円60銭 

 

１株当たり 
当期純損失 

39,128円52銭 

 
なお、潜在株式調整後１株当た 

り中間純利益については、１株当 
たり中間純損失を計上している 
ため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益については、１株当
たり中間純損失を計上している 
ため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当た 
り当期純利益については、１株当 
たり当期純損失を計上している 
ため記載しておりません。 
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12. 中間決算短信（連結）40 ページ 

「5.生産、受注及び販売の状況」 「(4)販売実績 (注)２」の表 

訂正前 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

相手先 販売高(百万円) 割合(％) 相手先 販売高(百万円) 割合(％)

㈱星光堂 574,875 18.7 ㈱星光堂 308,339 16.3 

日本ソフトサービス 
㈱ 

313,794 10.2 タワーレコード㈱ 288,164 15.2 

─ ─ ─ 
㈱ヴィレッジヴァン 
ガードコーポレーシ 
ョン 

230,272 12.2 

訂正後 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

相手先 販売高(百万円) 割合(％) 相手先 販売高(百万円) 割合(％)

㈱星光堂 574,875 18.7 ㈱星光堂 293,656 15.5 

日本ソフトサービス 
㈱ 

313,794 10.2 タワーレコード㈱ 274,442 14.5 

─ ─ ─ 
㈱ヴィレッジヴァン 
ガードコーポレーシ 
ョン 

219,307 11.6 
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13. 個別中間財務諸表の概要 1ページ 

「2.19 年８月期の業績予想」 

訂正前 

2.19 年８月期の業績予想（平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日） 

訂正後 

2.19 年８月期の業績予想（平成 18 年９月１日～平成 19 年８月 31 日） 

 

14. 個別中間財務諸表の概要 10 ページ 

「会計処理の変更」 

訂正前 

前中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年9月１日 
至 平成19年2月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年8月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基 
準) 
当中間会計期間から「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」(企業会計基準委員会 平 
成15年10月31日 企業会計基準適 
用指針第６号)を適用しておりま 
す。 
なお、これによる損益に与える 

影響はありません。 

─ (固定資産の減損に係る会計基 
準) 
当事業年度から「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」(企業会計基準委員会 平成15 
年10月31日 企業会計基準適用指 
針第６号)を適用しております。 
なお、これによる損益に与える 

影響はありません。 

─ (貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準) 
 当中間会計期間から「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950,461千円であります。 
 なお、財務諸表規則の改正によ
り、当中間会計期間における貸借
対照表の純資産の部については、
改正後の財務諸表規則により作成
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) 
 当事業年度から「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 
1,771,112千円であります。 
 なお、財務諸表規則の改正によ 
り、当事業年度における貸借対照 
表の純資産の部については、改正 
後の財務諸表規則により作成して 
おります。 

─ (ストック・オプション等に関す
る会計基準) 
 当中間会計期間から「ストッ 
ク・オプション等に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17
年12月27日 企業会計基準適用指
針第11号)を適用しております。
 なお、これによる損益に与える
影響はありません。 

(ストック・オプション等に関す 
る会計基準) 
 当事業年度から「ストック・オ 
プション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 企業会計基準適用指針第 
11号)を適用しております。 
 なお、これによる損益に与える 
影響はありません。 
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訂正後 

前中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年9月１日 
至 平成19年2月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年8月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基 
準) 
当中間会計期間から「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」(企業会計基準委員会 平 
成15年10月31日 企業会計基準適 
用指針第６号)を適用しておりま 
す。 
なお、これによる損益に与える 

影響はありません。 

─ (固定資産の減損に係る会計基 
準) 
当事業年度から「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」(企業会計基準委員会 平成15 
年10月31日 企業会計基準適用指 
針第６号)を適用しております。 
なお、これによる損益に与える 

影響はありません。 

─ ─ (貸借対照表の純資産の部の表示 
に関する会計基準) 
 当事業年度から「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 
1,771,112千円であります。 
 なお、財務諸表規則の改正によ 
り、当事業年度における貸借対照 
表の純資産の部については、改正 
後の財務諸表規則により作成して 
おります。 

─ ─ (ストック・オプション等に関す 
る会計基準) 
 当事業年度から「ストック・オ 
プション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 企業会計基準適用指針第 
11号)を適用しております。 
 なお、これによる損益に与える 
影響はありません。 

 

15. 個別中間財務諸表の概要 12 ページ 

「注記事項 （中間貸借対照表関係） ※１ 有形固定資産の減価償却累計額」 

訂正前 

前中間会計期間末 
 (平成18年2月28日) 

当中間会計期間末 
 (平成19年2月28日) 

前事業年度末 
 (平成18年8月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累 
計額 

64,710千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累 
計額 

91,349千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 
累計額 

85,589千円 

訂正後 

前中間会計期間末 
 (平成18年2月28日) 

当中間会計期間末 
 (平成19年2月28日) 

前事業年度末 
 (平成18年8月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累 
計額 

64,710千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累 
計額 

91,349千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 
累計額 

85,590千円 

 

16. 個別中間財務諸表の概要 16 ページ 

「有価証券関係」の「前中間会計期間」 

訂正前 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

訂正後 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

以 上 


