
                             平成 19 年６月５日 

各  位 

                          

北海道札幌市南区石山一条三丁目3番33号 

 株 式 会 社 光 ハ イ ツ ・ ヴ ェ ラ ス 

                       代表取締役会長兼社長 網 野 清 孝 
（コード番号：２１３７ 札証アンビシャス） 

                       問合せ先： 取締役副社長 管理本部長 渡辺 明 
電話番号： (011)591-2321(代表) 

 

 

（訂正）平成19年３月期決算短信（非連結）の一部訂正のお知らせ 
 

平成19年５月15日に発表いたしました「平成19年３月期決算短信（非連結）」につきま

して、内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

   

記 

  

 １．訂正箇所および内容 

※訂正箇所は  で表示しております。 

 

 （添付資料15ページ） 

４．財務諸表 

      （１）貸借対照表 

     区分 （資産の部） 

訂正前  

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 
前年対比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

３ 投資その他の資産 

 （1）出資金 

 （2）長期前払費用 

 （3）長期繰延税金資産 

 （4）投資有価証券 

 （5）その他 

304

76,394

49,540

－

471

 

 

 

 

 

 

 

30,304 

119,133 

69,738 

49,717 

961 

 

30,000

42,738

20,197

49,717

490

  投資その他の資産合計 126,710 1.2 269,854 2.2 143,143

 固定資産合計 9,682,929 93.6 11,127,043 90.7 1,444,113

 資産合計 10,347,524 100.0 12,268,275 100.0 1,920,751

 

  

 

 

  

 

訂正後 関係会社株式を追加し投資有価証券と分けて表示いたしました。  

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 
前年対比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

３ 投資その他の資産 

 （1）投資有価証券 

 （2）関係会社株式 

 （3）出資金 

 （4）長期前払費用 

 （5）繰延税金資産 

 （6）その他 

－

－

304

76,394

49,540

471

 

 

 

 

 

 

 

45,900 

3,817 

30,304 

119,133 

69,738 

961 

 

45,900

3,817

30,000

42,738

20,197

490

  投資その他の資産合計 126,710 1.2 269,854 2.2 143,143

 固定資産合計 9,682,929 93.6 11,127,043 90.7 1,444,113

 資産合計 10,347,524 100.0 12,268,275 100.0 1,920,751
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    （添付資料18ページ） 

    ４．財務諸表 

      （１）貸借対照表 

     区分 

    （純資産の部） 

     Ⅱ 評価・換算差額等 

    訂正前 その他有価証券差額金 

    訂正後 その他有価証券評価差額金 

           

 

    （添付資料22ページ） 

      （３）株主資本等変動計算書 

    訂正前 当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 利益準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
120,000 － 1,680 44,000 118,930 164,610 284,610

事業年度中の変動額    

 新株の発行 366,300 366,300   732,600

 別途積立金の積立  110,000 △110,000 － －

 剰余金の配当  240 △2,640 △2,400 △2,400

 当期純利益  127,452 127,452 127,452

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
366,300 366,300 240 110,000 14,812 125,052 857,652

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
486,300 366,300 1,920 154,000 133,742 289,662 1,142,262

 

 
評価・換算差

額等 

 

その他有価 

証券評価差 

額金 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
 284,610

事業年度中の変動額  

 新株の発行  732,600

 別途積立金の積立  －

 剰余金の配当  △2,400

 当期純利益  127,452

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△3,104 △3,104

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△3,104 854,548

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
△3,104 1,139,158
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    訂正後 注記事項を追加いたしました。 

     当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 利益準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
120,000 － 1,680 44,000 118,930 164,610 284,610

事業年度中の変動額    

 新株の発行 366,300 366,300   732,600

 別途積立金の積立（注）  110,000 △110,000 － －

 剰余金の配当（注）  240 △2,640 △2,400 △2,400

 当期純利益  127,452 127,452 127,452

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
366,300 366,300 240 110,000 14,812 125,052 857,652

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
486,300 366,300 1,920 154,000 133,742 289,662 1,142,262

 
評価・換算差

額等 

 

その他有価 

証券評価差 

額金 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
 284,610

事業年度中の変動額  

 新株の発行  732,600

 別途積立金の積立（注）  －

 剰余金の配当（注）  △2,400

 当期純利益  127,452

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△3,104 △3,104

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△3,104 854,548

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
△3,104 1,139,158

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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    （添付資料26ページ） 

   訂正前   重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び 

評価方法 

             
               その他有価証券 

時価のあるもの 

 事業年度末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入法により処

理） 

５ 引当金の計上基準 （2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込みに基づ

き、当期末において発生していると認めら

れる額を計上しております。なお、当社は

退職給付債務の算定にあたり、期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする簡便法

によっております。 

（2）退職給付引当金 

同左 

 

   訂正後 その他有価証券「時価のあるもの」に文章を追加し、「退職給付引当金」は後

段の部分を当事業年度において削除いたしました。 

  重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び 

評価方法 

             
               その他有価証券 

時価のあるもの 

 事業年度末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を

採用しております。 

５ 引当金の計上基準 （2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込みに基づ

き、当期末において発生していると認めら

れる額を計上しております。なお、当社は

退職給付債務の算定にあたり、期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする簡便法

によっております。 

（2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込みに基づ

き、当期末において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

 

    （添付資料30ページ） 

  注記事項 

   （株主資本等変動計算書関係） 

   ３.配当に関する事項 

    （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

        次のとおり、決議を予定しております。 

訂正前 

（決議） 
株式の種類

配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年6月27日

定時株主総会 
普通株式 9,675 利益剰余金 1,250 平成19年３月31日 平成19年６月27日

 

訂正後 効力発生日を訂正いたしました。  

（決議） 
株式の種類

配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年6月27日

定時株主総会 
普通株式 9,675 利益剰余金 1,250 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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    （添付資料33ページ） 

注記事項 

   訂正前  
（デリバティブ取引関係） 

 １.取引の状況に関する事項 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

① 取引内容及び利用目的 

   当社の利用しておりますデリバティブ取引は金利ス

ワップ取引であります。 

 なお、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金

利スワップ取引を行っております。 

② 取引に対する取組方針 

将来の金利変動に伴うリスクを回避するためのもの

であり、借入金の残高の範囲において取り組む事とし、

投資目的のものはありません。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

③取引に係るリスクの内容 

④取引に係るリスク管理体制 

① 取引内容及び利用目的 

            同左 

 

 

 

② 取引に対する取組方針 

           同左 

 

 

 

 

③取引に係るリスクの内容 

④取引に係るリスク管理体制 

 ２.取引の時価等に関する事項 

  当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   当社のデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 

 

   訂正後 注記事項の１.取引の状況に関する事項の当事業年度に取引の内容と利用目的を

分けて記載いたしました。また、２.取引の時価等に関する事項の当事業年度に

「金利関連」を追加表示いたしました。 

（デリバティブ取引関係） 

 １.取引の状況に関する事項 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

① 取引内容及び利用目的 

   当社の利用しておりますデリバティブ取引は金利ス

ワップ取引であります。 

 なお、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金

利スワップ取引を行っております。 

② 取引に対する取組方針 

将来の金利変動に伴うリスクを回避するためのもの

であり、借入金の残高の範囲において取り組む事とし、

投資目的のものはありません。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

 

 

③取引に係るリスクの内容 

④取引に係るリスク管理体制 

① 取引の内容 

   当社の利用しておりますデリバティブ取引は金利ス

ワップ取引であります。 

 

 

② 取引に対する取組方針 

将来の金利変動に伴うリスクを回避するためのもの

であり、借入金の残高の範囲において取り組む事とし、

投資目的のものはありません。 

③ 取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、変動金利支払いの借入

金について、将来の金利市場における利率上昇による

変動リスクを回避する目的で利用しております。 

④取引に係るリスクの内容 

⑤取引に係るリスク管理体制 

 ２.取引の時価等に関する事項 

  当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   金利関連 

当事業年度（平成19年３月31日現在） 

区分 種類 契約額等 

（千円） 

契約額等の

うち１年超

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

市場取引以外の取引 
金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
500,000 500,000 582 582

合計 500,000 500,000 582 582

（注）時価の算定方法 

   取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 
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    （添付資料35ページ） 

  注記事項 

   訂正前  

（税効果会計関係） 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

未払事業税               2,355千円 

未払事業所税              1,071千円 

賞与引当金超過額            10,138千円 

減価償却費超過額             371千円 

長期前払費用                41千円 

ソフトウェア償却超過額           20千円 

繰延税金資産（流動）小計        13,998千円 

 

役員退職慰労引当金           5,940千円 

減価償却費超過額             126千円 

長期前払費用                20千円 

ソフトウェア償却超過額           10千円 

退職給付引当金             9,976千円 

修繕引当金               33,466千円 

繰延税金資産（固定）小計        49,540千円 

 

繰延税金資産合計            63,539千円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

未払事業税               8,838千円 

未払事業所税              1,352千円 

賞与引当金超過額            12,213千円 

繰延税金資産（流動）小計        22,403千円 

 

役員退職慰労引当金           6,246千円 

減価償却費超過額            1,734千円 

長期前払費用                20千円 

ソフトウェア償却超過額           10千円 

退職給付引当金             11,804千円 

修繕引当金               49,922千円 

繰延税金資産（固定）小計        69,738千円 

 

繰延税金資産合計            92,142千円 

 

   訂正後 注記事項に「その他有価証券評価差額金」および「評価性引当金」を追加表示

いたしました。 

（税効果会計関係） 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

未払事業税               2,355千円 

未払事業所税              1,071千円 

賞与引当金超過額            10,138千円 

減価償却費超過額             371千円 

長期前払費用                41千円 

ソフトウェア償却超過額           20千円 

繰延税金資産（流動）小計        13,998千円 

 

役員退職慰労引当金           5,940千円 

減価償却費超過額             126千円 

長期前払費用                20千円 

ソフトウェア償却超過額           10千円 

退職給付引当金             9,976千円 

修繕引当金               33,466千円 

繰延税金資産（固定）小計        49,540千円 

 

繰延税金資産合計            63,539千円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

未払事業税               8,838千円 

未払事業所税              1,352千円 

賞与引当金超過額            12,213千円 

繰延税金資産（流動）小計        22,403千円 

 

役員退職慰労引当金           6,246千円 

減価償却費超過額            1,734千円 

長期前払費用                20千円 

ソフトウェア償却超過額           10千円 

退職給付引当金             11,804千円 

修繕引当金               49,922千円 

その他有価証券評価差額金        1,253千円 

繰延税金資産（固定）小計        70,991千円 

評価性引当額             △1,253千円 

繰延税金資産（固定）合計        69,738千円 

 

繰延税金資産合計            92,142千円 

 

以上 


