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 平成 19年 11 月 14 日 

 各 位 

                  会 社 名   株式会社東理ホールディングス 

                  コード番号  （5856）上場取引所  東 

                  代表者名  代表取締役社長   福村 康廣 

                  問合せ先  取締役経営企画室長  忍田 登南 

                  Ｔ Ｅ Ｌ    （03）3548-1014  

 

（（（（訂正訂正訂正訂正・・・・数値数値数値数値データデータデータデータ訂正訂正訂正訂正ありありありあり））））平成平成平成平成 20202020年年年年 3333月月月月中間中間中間中間決算短信決算短信決算短信決算短信    

 

 平成 19年 11月 9日 23時 20分に発表しました標記開示資料について訂正がありました

のでお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値デー

タについてもお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 この訂正による平成 20 年 3 月中間期の連結・個別業績（平成 19 年 4 月１日～平成 19

年 9月 30日）および平成 20年 3月期の連結・個別業績予想（平成 19年 4月１日～平成

20 年 3 月 31 日）への影響はありません。今後は開示文書に対するチェック体制を強化し、

事務的ミスの再発防止に努めてまいります。 

 

記 

 

「平成 20年３月期 中間決算短信」の訂正箇所 

 

【訂正箇所】１ページ 

≪修正前≫ 

1.19年9月中間期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年９月中間期 17,376 111.4 1,049 ─ 859 ─ 677 ─ 

18年９月中間期 15,593 ＿ △224 ─ △138 ─ △395 ─ 

 19年３月期 35,982 ― △309 ― △327 ― △1,456 ― 

 
≪修正後≫ 

1.19年9月中間期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年９月中間期 17,376 111.4 1,049 ─ 859 ─ 677 ─ 

18年９月中間期 15,593 95.4 △224 ─ △138 ─ △395 ─ 

 19年３月期 35,982 59.6 △309 ― △327 ― △1,456 ― 
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【訂正箇所】2ページ 

≪修正前≫ 

3.20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 (％表示は、対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 35,563 47.4 2,893 ― 2,510 ― 2,032 ― 2 17 

≪修正後≫ 

3.20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 (％表示は、対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 35,563 △1.2 2,893 ― 2,510 ― 2,032 ― 2 17 

 

【訂正箇所】２ページ 

≪修正前≫ 

1.20年３月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年９月中間期 3,483 387.4 1,174 472.4 1,101 403.2 693 ─ 

18年９月中間期 899 ＿ 248 ＿ 273 ＿ 58 ＿ 

 19年３月期 6,440 ― 1,188 ― 1,195 ― 436 ― 

 

≪修正後≫ 

1.20年３月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年９月中間期 3,483 387.4 1,174 472.4 1,101 403.2 693 ─ 

18年９月中間期 899 649.4 248 ― 273 △82.8 58 △86.4 

 19年３月期 6,440 ― 1,188 ― 1,195 ― 436 ― 
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【訂正箇所】３ページ 

≪修正前≫ 

2. 20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 (％表示は対前期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 4,972 ＿ 1,486 ＿ 1,415 ＿ 938 ＿ 1 00 

 

≪修正後≫ 

2. 20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 (％表示は対前期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通 期 4,972 △22.8 1,486 25.1 1,415 18.4 938 115.1 1 00 
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【訂正箇所】９～12ページ 

≪修正前≫ 

４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19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           

 １ 現金及び預金 ※２  4,720,236   4,451,991   3,561,668  

 ２ 担保差入金   7,740   75,650   18,584  

 ３ 商業手形   620,850   10,000   274,760  

 ４ 受取手形及び売掛金 ※1,4  3,010,020   2,936,387   4,647,361  

 ５ 有価証券   151,546   399,436   683,508  

 ６ たな卸資産 ※２  8,422,085   3,893,945   4,617,920  

（中略） 

   流動資産合計   19,377,963 64.8  12,817,592 48.1  16,049,594 60.4 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産           

  (1) 建物及び構築物 ※２ 3,936,895   3,929,027   3,849,832   

    減価償却累計額  △1,840,672 2,096,223  △1,963,047 1,965,979  △1,894,021 1,955,810  

  (2) 機械装置及び 
        運搬具 

 3,316,852   4,077,622   3,903,344   

    減価償却累計額  △2,668,069 648,783  △2,969,634 1,107,987  △2,881,154 1,022,189  

  (3) 土地 ※２  898,545   894,277   894,277  

  (4) 建設仮勘定   46,317   79,870   70,106  

  (5) その他 ※２ 1,029,206   1,177,848   1,090,892   

    減価償却累計額  △779,813 249,393  △860,237 317,610  △799,722 291,170  

   有形固定資産合計   3,939,264 13.2  4,365,725 16.4  4,233,554 15.9 

 ２ 無形固定資産           

  (1) のれん ※３  1,214,315   1,294,290   1,343,827  

  (2) 営業権   ―   ─   ―  

  (3) 連結調整勘定   ―   ─   ―  

  (4) その他   245,411   207,511   208,754  

    無形固定資産合計   1,459,726 4.9  1,501,802 5.6  1,552,582 5.9 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券 ※２  3,235,388   5,042,645   3,348,411  

（後略） 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19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 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 支払手形及び買掛金 ※４  3,528,755   3,438,695   3,586,699  

 ２ 短期借入金 ※２  3,263,254   1,323,816   1,196,554  

（中略） 

 ８ その他   1,796,907   1,465,432   1,855,533  

   流動負債合計   9,074,793 30.3  7,792,094 29.2  8,373,127 31.5 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債   50,000   220,000   250,000  

 ２ 長期借入金 ※２  1,408,949   790,533   872,663  

（後略） 
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(2) 中間連結損益計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 
(％) 

Ⅰ 売上高   15,593,466 100.0  17,376,548 100.0  35,982,510 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,496,116 80.1  13,471,660 77.5  29,420,146 81.8 

   売上総利益   3,097,350 19.9  3,904,887 22.5  6,562,363 18.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,321,563 21.3  2,855,754 16.4  6,872,172 19.1 

   営業利益または 
   営業損失（△） 

  △224,212 △1.4  1,049,132 6.0  △309,809 △0.9 

（中略） 

Ⅵ 特別利益           

 １ 固定資産売却益 ※2 32,806   ―   35,330   

（中略） 

Ⅶ 特別損失           

 １ 固定資産除売却損 ※3 7,152   7,136   61,756   

（中略） 

 ６ リース解約損  10,335   ─   10,355   

 ７ 棚卸資産除却損  11,324   ─   15,109   

 ８ 棚卸資産評価損  ─   2,840   ─   

 ８ 従業員特別退職金  25,608   ─   92,108   

 ９ 貸倒引当金繰入額  65,508   ─   49,870   

 10 その他特別損失  18,724 152,330 1.0 69,985 83,271 0.5 186,817 457,597 1.3 

（中略） 

   少数株主利益または 
   少数株主損失（△）   △6,777 △0.0  △1,186 △0.0  △41,972 △0.1 

   中間（当期）純利益 
   または中間純損失 
   （△） 

  △395,305 △2.5  677,871 3.9  △1,456,051 △4.0 
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≪修正後≫ 

４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

 
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 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          

 １ 現金及び預金  4,720,236   4,451,991   3,561,668  

 ２ 担保差入金  7,740   75,650   18,584  

 ３ 商業手形  620,850   10,000   274,760  

 ４ 受取手形及び売掛金  3,010,020   2,936,387   4,647,361  

 ５ 有価証券  151,546   399,436   683,508  

 ６ たな卸資産  8,422,085   3,893,945   4,617,920  

（中略） 

   流動資産合計  19,377,963 64.8  12,817,592 48.1  16,049,594 60.4 

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産          

  (1) 建物及び構築物 3,936,895   3,929,027   3,849,832   

    減価償却累計額 △1,840,672 2,096,223  △1,963,047 1,965,979  △1,894,021 1,955,810  

  (2) 機械装置及び 
        運搬具 

3,316,852   4,077,622   3,903,344   

    減価償却累計額 △2,668,069 648,783  △2,969,634 1,107,987  △2,881,154 1,022,189  

  (3) 土地  898,545   894,277   894,277  

  (4) 建設仮勘定  46,317   79,870   70,106  

  (5) その他 1,029,206   1,177,848   1,090,892   

    減価償却累計額 △779,813 249,393  △860,237 317,610  △799,722 291,170  

   有形固定資産合計  3,939,264 13.2  4,365,725 16.4  4,233,554 15.9 

 ２ 無形固定資産          

  (1) のれん  1,214,315   1,294,290   1,343,827  

  (2) 営業権  ―   ─   ―  

  (3) 連結調整勘定  ―   ─   ―  

  (4) その他  245,411   207,511   208,754  

    無形固定資産合計  1,459,726 4.9  1,501,802 5.6  1,552,582 5.9 

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券  3,235,388   5,042,645   3,348,411  

（中略） 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

 １ 支払手形及び買掛金  3,528,755   3,438,695   3,586,699  

 ２ 短期借入金  3,263,254   1,323,816   1,196,554  

（中略） 

 ９ その他  1,796,907   1,465,432   1,855,533  

   流動負債合計  9,074,793 30.3  7,792,094 29.2  8,373,127 31.5 

Ⅱ 固定負債          

 １ 社債  50,000   220,000   250,000  

 ２ 長期借入金  1,408,949   790,533   872,663  

（後略） 
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(2) 中間連結損益計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  15,593,466 100.0  17,376,548 100.0  35,982,510 100.0 

Ⅱ 売上原価  12,496,116 80.1  13,471,660 77.5  29,420,146 81.8 

   売上総利益  3,097,350 19.9  3,904,887 22.5  6,562,363 18.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,321,563 21.3  2,855,754 16.4  6,872,172 19.1 

   営業利益または 
   営業損失（△） 

 △224,212 △1.4  1,049,132 6.0  △309,809 △0.9 

（中略） 

Ⅵ 特別利益          

 １ 固定資産売却益 32,806   ―   35,330   

（中略） 

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産除売却損 7,152   7,136   61,756   

（中略） 

 ６ リース解約損 10,335   ─   10,335   

 ７ 棚卸資産除却損 11,324   ─   15,109   

 ８ 棚卸資産評価損 ─   2,840   ─   

 ９ 従業員特別退職金 25,608   ─   92,108   

 10 貸倒引当金繰入額 65,508   ─   49,870   

 11 その他特別損失 18,724 152,330 1.0 69,985 83,271 0.5 186,817 457,597 1.3 

（中略） 

   少数株主利益または 
   少数株主損失（△） 

 △6,777 △0.0  1,186 0.0  △41,972 △0.1 

   中間（当期）純利益 
   または中間純損失 
   （△） 

 △395,305   677,871   △1,456,051  

（後略） 
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【訂正箇所】14ページ 

≪修正前≫ 

(3) 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19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

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 

平成19年３月31日残高(千円) 11,995,800 11,617,968 △1,998,577 △3,035,579 18,579,611 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △175,562  △175,562 

 中間純利益   677,871  677,871 

 自己株式の取得    △42 △42 

 自己株式の処分  △1,892,400  3,032,400 1,140,000 

当中間連結会計期間中の変動額合

計(千円) 
 △1,892,400 502,309 3,032,357 1,642,266 

平成19年９月30日残高(千円) 11,995,800 9,725,568 △1,496,268 △3,221 20,221,877 

 

評価・換算差額等 

 その他 
    有価証券 

    評価差額金 

評価・換算 
    差額等合計 

少数株主 
    持分 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △2,697,552 △2,697,552 377,112 16,259,171 

中間連結会計期間中の変動額     

 剰余金の配当    △175,562 

 中間純利益    677,871 

 自己株式の取得    △42 

 自己株式の処分    1,140,000 

 株主資本以外の項目の当中間 

     連結会計期間中の変動額 
△870,250 △870,250 1,206 △869,043 

当中間連結会計期間中の変動額合

計 

    (千円) 

△870,250 △870,250 1,206 △869,043 

平成19年９月30日残高(千円) △3,567,802 △3,567,802 378,318 17,032,394 
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≪修正後≫ 

(3) 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19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

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 

平成19年３月31日残高(千円) 11,995,800 11,617,968 △1,998,577 △3,035,579 18,579,611 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △175,562  △175,562 

 中間純利益   677,871  677,871 

 自己株式の取得    △42 △42 

 自己株式の処分  △1,892,400  3,032,400 1,140,000 

当中間連結会計期間中の変動額合

計(千円) 
 △1,892,400 502,309 3,032,357 1,642,266 

平成19年９月30日残高(千円) 11,995,800 9,725,568 △1,496,268 △3,221 20,221,877 

 

評価・換算差額等 

 その他 
    有価証券 

    評価差額金 

評価・換算 
    差額等合計 

少数株主 
    持分 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △2,697,552 △2,697,552 377,112 16,259,171 

中間連結会計期間中の変動額     

 剰余金の配当    △175,562 

 中間純利益    677,871 

 自己株式の取得    △42 

 自己株式の処分    1,140,000 

 株主資本以外の項目の当中間 

     連結会計期間中の変動額 
△870,250 △870,250 1,206 △869,043 

当中間連結会計期間中の変動額合

計 

    (千円) 

△870,250 △870,250 1,206 773,223 

平成19年９月30日残高(千円) △3,567,802 △3,567,802 378,319 17,032,394 
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【訂正箇所】17ページ 

≪修正前≫ 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

（前略） 

Ⅲ 財務活動による 
      キャッシュ・フロー 

    

（中略） 

   その他  ─ △110,000 △150,000 

   財務活動による 
       キャッシュ・フロー 

 △3,487,098 879,823 △4,266,195 

Ⅳ 現金及び現金同等物 
      の増加額（△減少額） 

 △4,355,964 871,738 △5,503,688 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
      の期首残高 

 8,876,466 3,580,252 8,876,466 

Ⅵ 連結追加に伴う現金及び 
      現金同等物の増加額 

 207,475 ─ 207,475 

Ⅶ 現金及び現金同等物 
      の中間期末(期末)残高 

 4,727,976 4,451,991 3,580,252 

     

 

≪修正後≫ 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

（前略） 

Ⅲ 財務活動による 
      キャッシュ・フロー 

   

（中略） 

   その他 ─ △110,000 150,000 

   財務活動による 
       キャッシュ・フロー 

△3,487,098 879,823 △4,266,195 

Ⅳ 現金及び現金同等物 
      の増加額（△減少額） 

△4,355,964 871,738 △5,503,688 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
      の期首残高 

8,876,466 3,580,252 8,876,466 

Ⅵ 連結追加に伴う現金及び 
      現金同等物の増加額 

207,475 ─ 207,475 

Ⅶ 現金及び現金同等物 
      の中間期末(期末)残高 

4,727,976 4,451,991 3,580,252 
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【訂正箇所】26ページ 

≪修正前≫ 

(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（前略） 

  （会計処理方針の変更） 
 法人税法の一部を改正す
る法律 平成19年３月30日 
法律第６号）及び（法人税
法施行例の一部を改正する
政令 平成19年３月30日 
政令第83号))に伴い、平成
19年４月１日以降に取得し
たものについては、改正後
の法人税法に基づく方法に
変更しております。これに
伴い、前中間会計期間と同
一の方法によった場合と比
べ、損益に与える軽微であ
ります。なお、セグメント
情報に与える影響について
は当該箇所に記載しており
ます。 
 

 

（後略） 

 

≪修正後≫ 

(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（前略） 

  （会計処理方針の変更） 
 法人税法の一部を改正す
る法律 平成19年３月30日 
法律第６号）及び（法人税
法施行例の一部を改正する
政令 平成19年３月30日 
政令第83号))に伴い、平成
19年４月１日以降に取得し
たものについては、改正後
の法人税法に基づく方法に
変更しております。これに
伴い、前中間連結会計期間
と同一の方法によった場合
と比べ、損益に与える軽微
であります。 
 

 

（後略） 
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【訂正箇所】29ページ 

≪修正前≫ 

(表示方法の変更) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

─ （連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末の連結貸借対

照表において「その他」に含めてい

た「長期貸付金」（前中間連結会計

期間末37,497千円）は資産の百分の

五を超えたため、当連結会計期間末

より区分掲記しております。 

 

≪修正後≫ 

(表示方法の変更) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

─ （連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末の連結貸借対

照表において「その他」に含めてい

た「長期貸付金」（前中間連結会計

期間末37,497千円）は資産の百分の

五を超えたため、当中間連結会計期

間末より区分掲記しております。 
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【訂正箇所】31ページ 

≪修正前≫ 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

 
ダイカスト 
    事業(千

円) 

食品流通 
    事業(千

円) 

酒類製造事業 
    (千円) 

教育関連事業 
    (千円) 

不動産事業 
    (千円) 

その他の事業 
    (千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

4,099,512 6,624,680 1,702,228 1,166,678 3,165,643 617,805 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─ ─  

計 4,099,512 6,624,680 1,702,228 1,166,678 3,165,643 617,805 

営業費用 4,040,754 6,592,309 1,598,637 1,240,878 1,828,852 631,255 

営業利益または営業損失
（△） 

58,757 32,371 103,590 △74,200 1,336,790 △13,450 

 

 
計 

    (千円) 

消去又は 
    全社(千

円) 

連結 
    (千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

17,376,548 ─ 17,376,548 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

─ ─  

計 17,376,548 ─ 17,376,548 

営業費用 15,932,685 394,728 16,327,415 

営業利益または営業損失
（△） 

1,049,132 （394,728） 1,049,132 

 
 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によります。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 
ダイカスト事業……アルミ、亜鉛ダイカスト製品、鋳造用金型の製造販売 他 
食品流通事業…………酒類小売および食品の販売他 

酒類製造事業………清酒、本格焼酎の製造販売他 

教育関連事業………教育関係の出版事業及び書籍の販売他 

不動産事業…………不動産の売買、同売買に係るコンサルタント 

その他の事業………資金の貸付、手形割引、有価証券の取得及び管理他 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内訳は以下のとおりであります。 

 
当連結会計年度 

    (千円) 
主な内容 

配賦不能営業費用の金額 392,728 
当社の総務部門・経理部門等に
かかる費用 
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≪修正後≫ 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

 
ダイカスト 
事業(千円) 

食品流通 
事業(千円) 

酒類製造事業 
(千円) 

教育関連事業 
(千円) 

不動産事業 
(千円) 

その他の事業 
(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

4,099,512 6,624,680 1,702,228 1,166,678 3,165,643 617,805 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

─ ─ ─ ─ ─  

計 4,099,512 6,624,680 1,702,228 1,166,678 3,165,643 617,805 

営業費用 4,040,754 6,592,309 1,598,637 1,240,878 1,828,852 631,255 

営業利益または営業損失
（△） 

58,757 32,371 103,590 △74,200 1,336,790 △13,450 

 

 
計 

(千円) 
消去又は 

全社(千円) 
連結 

(千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

17,376,548 ─ 17,376,548 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

─ ─  

計 17,376,548 ─ 17,376,548 

営業費用 15,932,685 394,728 16,327,415 

営業利益または営業損失
（△） 

1,443,858 （394,728） 1,049,132 

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によります。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 
ダイカスト事業……アルミ、亜鉛ダイカスト製品、鋳造用金型の製造販売 他 
食品流通事業…………酒類小売および食品の販売他 

酒類製造事業………清酒、本格焼酎の製造販売他 

教育関連事業………教育関係の出版事業及び書籍の販売他 

不動産事業…………不動産の売買、同売買に係るコンサルタント 

その他の事業………資金の貸付、手形割引、有価証券の取得及び管理他 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内訳は以下のとおりであります。 

 
当連結会計年度 

    (千円) 
主な内容 

配賦不能営業費用の金額 394,728 
当社の総務部門・経理部門等に
かかる費用 
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【訂正箇所】34～37ページ 

≪修正前≫ 

５ 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19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           

（中略） 

 ３ 受取手形 ※３  33,996   21,700   1,263,188  

 ４ 有価証券   27,460   367,500   521,424  

 ５ 販売用不動産 ※１  4,309,807   874,019   188,180  

（中略） 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券   200,000   200,000   200,000  

  (2) 関係会社株式 ※１  9,324,966   11,134,450   9,381,387  

（後略） 
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19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 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 短期借入金 ※１  200,000   445,000   ―  

 ２ 関係会社短期借入金 ※１  2,250,000   200,000   200,000  

（中略） 

 ８ その他 ※５  122,788   98,601   31,928  

   流動負債合計   4,349,034 18.7  
2,022,390 

 
9.9  1,478,944 7.7 

（中略） 

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   11,995,800 51.6  11,995,800 58.5  11,995,800 62.6 

 ２ 資本剰余金            

  (1) 資本準備金  7,255,200   2,998,950   7,255,200   

  (2) その他資本剰余金  3,673,802   6,037,652   3,673,802   

   資本剰余金合計   10,922,002 47.0  9,036,602 44.1  10,929,002 57.1 

（後略） 
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(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 
(％) 

Ⅰ 売上高または営業収入   899,010 100.0  3,483,009 100.0  6,440,145 100.0 

（中略） 

 １ 受取利息及び配当金 ※2 37,545   74,741   60,598   

（後略） 

           

 

 

≪修正後≫ 

５ 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

 
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 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          

（中略） 

 ３ 受取手形  33,996   21,700   1,263,188  

 ４ 有価証券  27,460   367,500   521,424  

 ５ 販売用不動産  4,309,807   874,019   188,180  

（中略） 

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券  200,000   200,000   200,000  

  (2) 関係会社株式  9,324,966   11,134,450   9,381,387  

（後略） 
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(2) 中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高または営業収入  899,010 100.0  3,483,009 100.0  6,440,145 100.0 

（中略） 

 １ 受取利息及び配当金 37,545   74,741   60,598   

（中略） 

          

 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

 １ 短期借入金  200,000   445,000   ―  

 ２ 関係会社短期借入金  2,250,000   200,000   200,000  

（中略） 

 ８ その他  122,788   98,601   31,928  

   流動負債合計  4,349,034 18.7  
2,022,390 

 
9.9  1,478,944 7.7 

（中略） 

Ⅰ 株主資本          

 １ 資本金  11,995,800 51.6  11,995,800 58.5  11,995,800 62.6 

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金 7,255,200   2,998,950   7,255,200   

  (2) その他資本剰余金 3,673,802   6,037,652   3,673,802   

   資本剰余金合計  10,929,002 47.0  9,036,602 44.1  10,929,002 57.1 

（後略） 
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【訂正箇所】41ページ 

≪修正前≫ 

(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年4月１日 
至 平成19年３月31日) 

（前略） 

２ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定額法を採用しております。な

お、主な耐用年数は次のとおりで

す。 

建物     ２年～35年 

建物附属設備 ３年～５年 

工具器具備品 ５年～８年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

平成19年４月１日以降に取得した

ものについては定額法を採用して

おります。 

平成19年３月31日以前に取得した

ものについては旧定額法を採用し

ております。なお、主な耐用年数

は次のとおりです。 

建物     ２年～35年 

建物附属設備 ３年～５年 

工具器具備品 ５年～８年 

（会計方針の変更） 

法人税法の一部を改正する法律 

平成19年３月30日 法律第６号）

及び（法人税法施行例の一部を改

正する政令 平成19年３月30日 

政令第83号))に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。これに

伴い、前中間会計期間と同一の方

法によった場合と比べ、損益に与

える影響は軽微であります。な

お、セグメント情報に与える影響

については当該箇所に記載してお

ります。 

（追加情報） 

 なお、平成19年３月31日以前に

取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法に

よっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は、軽微であります。 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定額法を採用しております。な

お、主な耐用年数は次のとおりで

す。 

建物     ２年～35年 

建物附属設備 ３年～５年 

工具器具備品 ５年～８年 

（後略） 
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≪修正後≫ 

(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年4月１日 
至 平成19年３月31日) 

（前略） 

２ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定額法を採用しております。な

お、主な耐用年数は次のとおりで

す。 

建物     ２年～35年 

建物附属設備 ３年～５年 

工具器具備品 ５年～８年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

平成19年４月１日以降に取得した

ものについては定額法を採用して

おります。 

平成19年３月31日以前に取得した

ものについては旧定額法を採用し

ております。なお、主な耐用年数

は次のとおりです。 

建物     ２年～35年 

建物附属設備 ３年～５年 

工具器具備品 ５年～８年 

（会計方針の変更） 

法人税法の一部を改正する法律 

平成19年３月30日 法律第６号）

及び（法人税法施行例の一部を改

正する政令 平成19年３月30日 

政令第83号))に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。これに

伴い、前中間会計期間と同一の方

法によった場合と比べ、損益に与

える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

 なお、平成19年３月31日以前に

取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法に

よっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は、軽微であります。 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定額法を採用しております。な

お、主な耐用年数は次のとおりで

す。 

建物     ２年～35年 

建物附属設備 ３年～５年 

工具器具備品 ５年～８年 

（後略） 

 

 

 

 

    以 上 


