
 

(財)財務会計基準機構会員  

 

平成 19 年６月 12 日 

 各 位 
                                  群馬県前橋市六供町 370 番地 

                    株 式 会 社 上 毛 

                    代 表取締役社長  麻生  正紀 
                    （コード番号：3010 東証第 2部） 
                    問合せ先 取締役管理本部長 田部井清志  
                    問合電話番号 027（224）2111 

 

(訂正)過年度決算短信（非連結）等の一部訂正に関するお知らせ 
 
 
 
 

過年度において開示いたしました決算短信等の一部を訂正する必要が生じましたのでお知らせいたします。 
訂正箇所を含むページごとに訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿(アンダーライン)を付して表

示しております。なお本日、有価証券報告書および半期報告書の訂正報告書を本日、関東財務局へ提出いたしま
した。 
 
Ⅰ.訂正を行う決算短信等                      開 示 日 
  １.平成 18 年３月期 中間決算短信（非連結）       平成 17 年 11 月 24 日 
  ２.平成 18 年３月期 決算短信（非連結）         平成 18 年 ５月 16 日 
    ３.平成 19 年３月期 中間決算短信（非連結）       平成 18 年 11 月 14 日 
Ⅱ.訂正による過年度業績への影響 
  この訂正に伴い売上高、営業利益、経常利益および当期純利益等に対する影響はございません。 
Ⅲ.訂正の内容 
  匿名組合出資金について「営業出資金」として計上しておりましたが証券取引法第 2条第 2項三号を適用す
ることが適当である判断し「営業投資有価証券」に変更いたしました。 

Ⅳ.決算短信等の訂正箇所 
１.平成 18年 3月期中間決算短信（非連結）（平成 17年 11月 24日開示） 
（１） 8ページ （2）財政状態 キャッシュ・フローの状況 2行目 

（訂正前） 
 307百万円を計上し、たな卸資産（販売用不動産）の取得により 1,420百万円、出資金の取得によ 
（訂正後） 
 307百万円を計上し、たな卸資産（販売用不動産）の取得により 1,420百万円、営業投資有価証券の取得によ 
 
（２）10ページ 中間財務諸表等 中間財務諸表 ①中間貸借対照表 

（訂正前） 

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成17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

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 

６ 営業出資金  ― 451,285 ― 

      

 （訂正後） 

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成17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

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

６ 営業投資有価証券  ― 451,285 ― 

   

 



（３）13 ページ ③中間キャッシュ・フロー計算書 
 （訂正前） 

 

 
 

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー 

計算書 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

税引前中間(当期)純利益  131,139 307,612 193,322

営業出資金の増加額  ― △451,285 ―

   

 

（訂正後） 

 

 
 

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー 

計算書 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

税引前中間(当期)純利益  131,139 307,612 193,322

営業投資有価証券の増加額  ― △451,285 ―

   

 
（４）17ページ 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  （訂正前） 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

    
 
 

６ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基本と

なる重要な事項 

(2) 匿名組合出資金 

――――― 

(2) 匿名組合出資金 

 匿名組合出資金のうち、証券

取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの以外のも

のについては「出資金」として

おります。このうち、営業に係

る出資金については「営業出資

金」として流動資産の部に計上

し、個別法によっております。

 なお分配された損益について

は営業損益に計上するとともに

同額を営業出資金に加減算する

ことにより評価しております。

(2) 匿名組合出資金 

――――― 

（訂正後） 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

    

 

６ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項 

(2) 匿名組合出資金 

――――― 

(2) 匿名組合出資金 

 匿名組合出資金のうち、証券

取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるものについて

は「投資有価証券」としており

ます。このうち、営業に係る投

資有価証券については「営業投

資有価証券」として流動資産の

部に計上し、個別法によってお

ります。

なお営業投資有価証券について

は分配された損益については営

(2) 匿名組合出資金 

――――― 



業損益に計上するとともに同額

を営業投資有価証券に加減算す

ることにより評価し、投資有価

証券については，分配された損

益については営業外損益に計上

するとともに同額を投資有価証

券に加減算することにより評価

しております。

 （５）29ページ 注記事項 （有価証券関係） 
   当中間会計期間末（平成 17年９月 30日） 

 ３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
    （訂正前） 

 中間貸借対照表計上額 
（千円） 

 その他有価証券 
  ＭＭＦ 
  非上場株式 
  その他 

 
275 

10,625 
121,787

    （訂正後） 
 中間貸借対照表計上額 

（千円） 
 その他有価証券 
  ＭＭＦ 
  非上場株式 
  その他 

 
275 

10,625 
573,072

2．平成 18年 3月期決算短信（非連結）（平成 18年 5月 16日開示） 
 （１）7ページ ４ 個別財務諸表等 （１）貸借対照表 

（訂正前） 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(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 

(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 

16 営業出資金  ― 702,087  

 

    

    （訂正後） 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(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 

(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

16 営業投資有価証券  ― 702,087  

 

    

 
（２）15ページ （３）キャッシュ・フロー計算書 

  （訂正前） 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 

税引当期純利益  193,322 410,128

営業出資金の増加額  ― △702,087

 



 
（訂正後） 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 

税引前当期純利益  193,322 410,128

営業投資有価証券の増加額  ― △702,087

 
 

 
 
 
（３）19ページ 重要な会計方針  

  （訂正前） 

項目 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

   

 

６ その他財務諸表作成の

ための基本となる重

要な事項 

(2) 匿名組合出資金 

 _____________ 

(2) 匿名組合出資金 

匿名組合出資金のうち、証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの以外のもの

については「出資金」としております。このう

ち、営業に係る出資金については「営業出資金」

として流動資産の部に計上し、個別法によって

おります。 

 なお分配された損益については営業損益に計

上するとともに同額を営業出資金に加減算する

ことにより評価しております。

 

   

 
  （訂正後） 

項目 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

   

  

６ その他財務諸表作成の

ための基本となる重

要な事項 

(2) 匿名組合出資金 

_____________ 

(2) 匿名組合出資金 

 匿名組合出資金のうち、証券取引法第２条第

２項により有価証券とみなされるものについて

は「投資有価証券」としております。このうち、

営業に係る投資有価証券については「営業投資

有価証券」として流動資産の部に計上し、個別

法によっております。

なお営業投資有価証券については分配された損

益については営業損益に計上するとともに同額

を営業投資有価証券に加減算することにより評

価し、投資有価証券については，分配された損

益については営業外損益に計上するとともに同

額を投資有価証券に加減算することにより評価

しております。

 

   

 
 （４）28 ページ ②有価証券 ４ 時価のない有価証券の内容 
  （訂正前） 

前事業年度（平成 17年 3月 31日） 当事業年度（平成 18年 3月 31日）  
内容 貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

その他の有価証券  
ＭＭＦ   275   275
非上場株式   32,645 10,625
その他 55,819 110,178  

 
  （訂正後） 



前事業年度（平成 17年 3月 31日） 当事業年度（平成 18年 3月 31日）  
内容 貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

その他の有価証券  
ＭＭＦ   275   275
非上場株式   32,645 10,625
その他 55,819 812,265  

 
 
3.平成 19年 3月期中間決算短信（非連結）（平成 18年 11月 14日開示） 
（１） 8ページ ４．中間財務諸表等 （１）中間貸借対照表 

 （訂正前） 

  
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

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 

６ 営業出資金  451,285 736,759 702,087 

   

  
（訂正後） 

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成17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

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 

６ 営業投資有価証券  451,285 736,759 702,087 

 

           

 
（２）13ページ （４）中間キャッシュ・フロー計算書 

 （訂正前） 

  

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) 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー 

計算書 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

税引前中間(当期)純利益  307,612 90,087 410,128

 

営業出資金の増加額  △451,285 △34,672 △702,087

 

   

（訂正後） 

  

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) 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー 

計算書 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

税引前中間(当期)純利益  307,612 90,087 410,128

営業投資有価証券の増加額  △451,285 △34,672 △702,087

   



 
（３）17ページ 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 （訂正前） 

項目 

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) 

    

  

７ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項 

(2) 匿名組合出資金 

 匿名組合出資金のうち、証券

取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの以外のも

のについては「出資金」として

おります。このうち、営業に係

る出資金については「営業出資

金」として流動資産の部に計上

し、個別法によっております。 

 なお分配された損益について

は営業損益に計上するとともに

同額を営業出資金に加減算する

ことにより評価しております。

(2) 匿名組合出資金 

同左 

(2) 匿名組合出資金 

同左 

 （訂正後） 

 

 

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) 

    

 

７ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項 

(2) 匿名組合出資金 

 匿名組合出資金のうち、証券

取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるものについて

は「投資有価証券」としており

ます。このうち、営業に係る投

資有価証券については「営業投

資有価証券」として流動資産の

部に計上し、個別法によってお

ります。

なお営業投資有価証券について

は分配された損益については営

業損益に計上するとともに同額

を営業投資有価証券に加減算す

ることにより評価し、投資有価

証券については，分配された損

益については営業外損益に計上

するとともに同額を投資有価証

券に加減算することにより評価

しております。

(2) 匿名組合出資金 

同左 

(2) 匿名組合出資金 

同左 

 
 （４）30 ページ （有価証券関係） 前中間会計期間末（平成 17 年 9月 30 日） 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
   （訂正前） 

内容 中間貸借対照表計上額(千円) 
その他の有価証券  

ＭＭＦ   275 
非上場株式   10,625 
その他 121,787 

 
   （訂正後） 

内容 中間貸借対照表計上額(千円) 
その他の有価証券  

ＭＭＦ   275 
非上場株式   10,625 
その他 573,072  

 
 
 （５）31 ページ （有価証券関係） 当中間会計期間末（平成 18 年 9月 30 日） 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
   （訂正前） 

内容 中間貸借対照表計上額(千円) 
その他の有価証券  

ＭＭＦ   275 
非上場株式   10,625 
その他 203,026 



   （訂正後） 
内容 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他の有価証券  

ＭＭＦ   275 
非上場株式   10,625 
その他 939,785 

 
 
 （６）32 ページ 前事業年度末（平成 18 年３月 31 日） 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
   （訂正前） 

内容 中間貸借対照表計上額(千円) 
その他の有価証券  

ＭＭＦ   275 
非上場株式   10,625 
その他 110,178 

   （訂正後） 
内容 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他の有価証券  

ＭＭＦ   275 
非上場株式   10,625 
その他 812,265 

 
 


	（３）19ページ　重要な会計方針
	（３）17ページ　中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

