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平成１９年１１月２０日 

 

各  位 

 

会 社 名   株式会社  ニ チ レ イ

代 表 者 名   代表取締役社長 村 井 利 彰 

本社所在地    東京都中央区築地六丁目１９番２０号 

コード番号    ２８７１ 

上場取引所   東京、大阪（各市場第一部） 

問 合 せ 先  執行役員財務部長  中村 隆 

ＴＥＬ（０３）３２４８－２１６７ 
 
 

（訂正）平成２０年３月期中間決算短信および 
過年度の中間決算短信等の一部訂正（注記の追加）について 

 
 
 平成１９年１０月３０日に公表しました平成２０年３月期中間決算短信および過年度の中間決算 
短信等の「中間財務諸表の作成のための基本となる重要な事項」の一部に訂正（注記の追加）を要する
箇所がありましたので、下記のとおりお知らせします。 

なお、当該訂正は、注記のみを追加するものであり、公表済みの中間連結財務諸表および個別中間  
財務諸表の数値に影響を与えるものではありません。 
 

記 
 
Ⅰ．訂正内容 
  当社は、中間財務諸表における税金費用の計算において、「中間財務諸表等における税効果会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第１１号 平成１１年１月１９日 日本公認会計士協会）に
規定する原則法を適用し、年度決算において租税特別措置法上の諸準備金等の積立ておよび取崩しが
行われることを前提とした方法を採用しておりますので、中間財務諸表の作成のための基本となる 
重要な事項に、その旨の注記を追加するものです。 

 
Ⅱ．訂正箇所 
  訂正対象となる中間決算短信等は次のとおりで、具体的な訂正箇所は、別添の正誤表に記載の  
とおりです。 

 
 ・平成１９年１０月３０日公表 平成２０年３月期 中間決算短信（22 ページ） 
 ・平成１８年１０月３１日公表 平成１９年３月期 中間決算短信（連結）（連結－30） 

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要（個別－5） 
 ・平成１７年１１月 １日公表 平成１８年３月期 中間決算短信（連結）（連結－36） 

平成１８年３月期 個別中間財務諸表の概要（個別－4） 
 ・平成１６年１１月 ２日公表 平成１７年３月期 中間決算短信（連結）（連結－35） 

平成１７年３月期 個別中間財務諸表の概要（個別－4） 
 ・平成１５年１１月 ４日公表 平成１６年３月期 中間決算短信（連結）（連結－36） 

平成１６年３月期 個別中間財務諸表の概要（個別－4） 
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（正誤表） 

１．平成１９年１０月３０日公表 平成２０年３月期 中間決算短信（22 ページ） 

Ⅳ．中間連結財務諸表 

５．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(４)会計処理基準に関する事項 

 

【訂正前】 

  ⑥その他の重要な事項 

   消費税等の会計処理 

   消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

【訂正後】 

  ⑥その他の重要な事項 

   （イ）消費税等の会計処理 

      消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

   （ロ）税金費用 

      当中間連結会計期間に係る納付税額および法人税等調整額は、当連結会計年度におい

て予定している圧縮積立金および特別償却準備金の積立ておよび取崩しを前提とし

て、計算しております。 

 
２．平成１８年１０月３１日公表 平成１９年３月期 中間決算短信（連結）（連結－30） 

中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

４ 会計処理基準に関する事項 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日) 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

 
【訂正後】 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年4月 1日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日) 

(6)その他の重要な事項 
①消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
②税金費用 
当中間連結会計期間に係る納付税

額および法人税等調整額は、当連結会
計年度において予定している圧縮積
立金および特別償却準備金の積立て
および取崩しを前提として、計算して
おります。 

 

(6)その他の重要な事項 
①消費税等の会計処理 

同左 
 

②税金費用 
同左 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 
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３．平成１８年１０月３１日公表 平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要（個別－5） 

個別中間財務諸表等 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

【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 
(自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日) 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
なお、控除対象外消費税および地方

消費税は当中間会計期間の費用とし
て処理しております。 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

6 その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
なお、控除対象外消費税および地方

消費税は当事業年度の費用として処
理しております。 

 
【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) 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
なお、控除対象外消費税および地方

消費税は当中間会計期間の費用とし
て処理しております。 

(2)税金費用 
当中間会計期間に係る納付税額お

よび法人税等調整額は、当事業年度に
おいて予定している圧縮積立金およ
び特別償却準備金の積立ておよび取
崩しを前提として、計算しておりま
す。 

 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 

同左 
 
 
 
 

(2)税金費用 
当中間会計期間に係る納付税額お

よび法人税等調整額は、当事業年度に
おいて予定している圧縮積立金の積
立ておよび取崩しを前提として、計算
しております。 

6 その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
なお、控除対象外消費税および地方

消費税は当事業年度の費用として処
理しております。 

                          

 
４．平成１７年１１月 １日公表 平成１８年３月期 中間決算短信（連結）（連結－36） 

中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

４ 会計処理基準に関する事項 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年4月 1日 

 至 平成16年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 

 至 平成17年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年4月 1日 

 至 平成17年3月31日) 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

 
【訂正後】 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年4月 1日 

 至 平成16年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 

 至 平成17年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年4月 1日 

 至 平成17年3月31日) 

(6)その他の重要な事項 
①消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
②税金費用 
当中間連結会計期間に係る納付税

額および法人税等調整額は、当連結会
計年度において予定している圧縮積
立金および特別償却準備金の積立て
および取崩しを前提として、計算して
おります。 

 

(6)その他の重要な事項 
①消費税等の会計処理 

同左 
 

②税金費用 
同左 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 
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５．平成１７年１１月 １日公表 平成１８年３月期 個別中間財務諸表の概要（個別－4） 

個別中間財務諸表等 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

【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 
(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作成のための
基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
なお、控除対象外消費税および地方

消費税は当中間会計期間の費用とし
て処理しております。 

6 その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
 

 
【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 
(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作成のための
基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
 
 
 
(2)税金費用 
当中間会計期間に係る納付税額お

よび法人税等調整額は、当事業年度に
おいて予定している圧縮積立金およ
び特別償却準備金の積立ておよび取
崩しを前提として、計算しておりま
す。 

 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
なお、控除対象外消費税および地方

消費税は当中間会計期間の費用とし
て処理しております。 
(2)税金費用 

同左 

6 その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
 
 
 
                           

 
６．平成１６年１１月 ２日公表 平成１７年３月期 中間決算短信（連結）（連結－35） 

中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

４ 会計処理基準に関する事項 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成15年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年4月 1日 

 至 平成16年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成16年3月31日) 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

 
【訂正後】 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成15年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年4月 1日 

 至 平成16年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成16年3月31日) 

(6)その他の重要な事項 
①消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
②税金費用 
当中間連結会計期間に係る納付税

額および法人税等調整額は、当連結会
計年度において予定している圧縮積
立金および特別償却準備金の積立て
および取崩しを前提として、計算して
おります。 

 

(6)その他の重要な事項 
①消費税等の会計処理 

同左 
 

②税金費用 
同左 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 
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７．平成１６年１１月 ２日公表 平成１７年３月期 個別中間財務諸表の概要（個別－4） 

個別中間財務諸表等 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

【訂正前】 

前中間会計期間 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成15年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年4月 1日 

 至 平成16年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成16年3月31日) 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

6 その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 
 

 
【訂正後】 

前中間会計期間 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成15年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年4月 1日 

 至 平成16年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成16年3月31日) 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
(2)税金費用 
当中間会計期間に係る納付税額お

よび法人税等調整額は、当事業年度に
おいて予定している圧縮積立金およ
び特別償却準備金の積立ておよび取
崩しを前提として、計算しておりま
す。 

 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 

同左 
 

(2)税金費用 
同左 

6 その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 
 
                           

 
８．平成１５年１１月 ４日公表 平成１６年３月期 中間決算短信（連結）（連結－36） 

中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

４ 会計処理基準に関する事項 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年4月 1日 

 至 平成14年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成15年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年4月 1日 

 至 平成15年3月31日) 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

 
【訂正後】 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年4月 1日 

 至 平成14年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成15年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年4月 1日 

 至 平成15年3月31日) 

(6)その他の重要な事項 
①消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
②税金費用 
当中間連結会計期間に係る納付税

額および法人税等調整額は、当連結会
計年度において予定している圧縮積
立金および特別償却準備金の積立て
および取崩しを前提として、計算して
おります。 

 

(6)その他の重要な事項 
①消費税等の会計処理 

同左 
 

②税金費用 
同左 

(6)その他の重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 
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個別中間財務諸表等 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

【訂正前】 

前中間会計期間 
(自 平成14年4月 1日 

 至 平成14年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成15年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年4月 1日 

 至 平成15年3月31日) 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

6 その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 
 

 
【訂正後】 

前中間会計期間 
(自 平成14年4月 1日 

 至 平成14年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年4月 1日 

 至 平成15年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年4月 1日 

 至 平成15年3月31日) 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 
(2)税金費用 
当中間会計期間に係る納付税額お

よび法人税等調整額は、当事業年度に
おいて予定している圧縮積立金およ
び特別償却準備金の積立ておよび取
崩しを前提として、計算しておりま
す。 

 

6 その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 

同左 
 

(2)税金費用 
同左 

6 その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 
 
                           

 
以  上 

 




