
各　　　位
会社名 パラマウントベッド株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村　憲司

（コード番号：7960　東証第一部）
問合せ先 取締役財務システム本部長

　　 木村　通秀
電話番号 03－3648－1111

　　　　  　（訂正）「平成20年３月期 中間決算短信」の一部訂正について

　平成19年11月13日に公表いたしました「平成20年３月期 中間決算短信」に一部訂正がございましたので、
下記のとおり開示資料を訂正いたします。
　なお、訂正箇所には下線を付しております。

＜訂正箇所＞ ８ページ ４．中間連結財務諸表 （1）中間連結貸借対照表

（訂正前）

注記
番号

構成比
（%)

構成比
（%)

構成比
（%)

Ⅱ　固定資産

　1.有形固定資産

　（1）建物及び構築物 ※４ 23,943 24,011 24,100

　　　 減価償却累計額 13,192 10,751 13,786 10,225 13,532 10,567

　（2）機械装置及び

　　　 運搬具

　　　 減価償却累計額 5,328 2,172 5,378 1,691 5,215 1,727

　（3）土地 ※４ 8,185 8,250 8,084

　（4）建設仮勘定 15 785 6

　（5）その他 7,085 6,691 6,551

　　　 減価償却累計額 5,595 1,489 5,372 1,319 5,188 1,363

　 有形固定資産合計 22,615 22,271 21,748

（訂正後）

注記
番号

構成比
（%)

構成比
（%)

構成比
（%)

Ⅱ　固定資産

　1.有形固定資産

　（1）建物及び構築物 ※４ 23,943 24,076 24,100

　　　 減価償却累計額 13,192 10,751 13,850 10,225 13,532 10,567

　（2）機械装置及び

　　　 運搬具

　　　 減価償却累計額 5,328 2,172 5,345 1,691 5,215 1,727

　（3）土地 ※４ 8,185 8,250 8,084

　（4）建設仮勘定 15 785 6

　（5）その他 7,085 6,685 6,551

　　　 減価償却累計額 5,595 1,489 5,366 1,319 5,188 1,363

　 有形固定資産合計 22,615 22,271 21,748

平成19年11月21日

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）

前連結会計年度末の
要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日）

7,500 7,069

記

6,943

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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）

前連結会計年度末の
要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

7,500 7,036 6,943
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＜訂正箇所＞ Ｐ15  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前）

②有価証券 ②有価証券 ②有価証券

　満期保有目的の債券 　満期保有目的の債券 　満期保有目的の債券

　　償却原価法（定額法）

　その他有価証券 　その他有価証券 　その他有価証券

　　時価のあるもの 　　時価のあるもの 　　時価のあるもの

　　　中間決算日の市場価格 　　　連結決算日の市場価格

　　等に基づく時価法（評価 　　等に基づく時価法（評価

　　差額は全部純資産直入法 　　差額は全部純資産直入法

　　により処理し、売却原価 　　により処理し、売却原価

　　は移動平均法により算定） 　　は移動平均法により算定）

　　時価のないもの 　　時価のないもの 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　　なお、投資事業組合等

　　への出資（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、組合契約に規

　　定される決算報告日に応

　　じて入手可能な 近の決

　　算書を基礎とし、持分相

　　当額を純額で取り込む方

　　法によっております。

（訂正後）

②有価証券 ②有価証券 ②有価証券

　満期保有目的の債券 　満期保有目的の債券 　満期保有目的の債券

　　償却原価法（定額法）

　その他有価証券 　その他有価証券 　その他有価証券

　　時価のあるもの 　　時価のあるもの 　　時価のあるもの

　　　中間決算日の市場価格 　　　連結決算日の市場価格

　　等に基づく時価法（評価 　　等に基づく時価法（評価

　　差額は全部純資産直入法 　　差額は全部純資産直入法

　　により処理し、売却原価 　　により処理し、売却原価

　　は移動平均法により算定） 　　は移動平均法により算定）

　　時価のないもの 　　時価のないもの 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　　なお、投資事業組合等 　　　なお、投資事業組合等 　　　なお、投資事業組合等

　　への出資（証券取引法第 　　への出資（金融商品取引 　　への出資（証券取引法第

　　２条第２項により有価証 　　法第２条第２項により有 　　２条第２項により有価証

　　券とみなされるもの）に 　　価証券とみなされるもの）　　券とみなされるもの）に

　　ついては、組合契約に規 　　については、組合契約に 　　ついては、組合契約に規

　　定される決算報告日に応 　　規定される決算報告日に 　　定される決算報告日に応

　　じて入手可能な 近の決 　　応じて入手可能な 近の 　　じて入手可能な 近の決

　　算書を基礎とし、持分相 　　決算書を基礎とし、持分 　　算書を基礎とし、持分相

　　当額を純額で取り込む方 　　相当額を純額で取り込む 　　当額を純額で取り込む方

　　法によっております。 　　方法によっております。 　　法によっております。

同左 同左

同左

　　　移動平均法による原価法　　　移動平均法による原価法

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）

同左 同左

同左

同左 同左

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）
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＜訂正箇所＞ Ｐ17  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前）

（二）重要な外貨建の資産又 （二）重要な外貨建の資産又 （二）重要な外貨建の資産又

　は負債の本邦通貨への換算 　は負債の本邦通貨への換算 　は負債の本邦通貨への換算

　の基準 　の基準 　の基準

　　　外貨建金銭債権債務は、 　　　外貨建金銭債権債務は、

　　振当処理をしているもの 　　振当処理をしているもの

　　を除き中間決算日の直物 　　を除き連結決算日の直物

　　為替相場により円貨に換 　　為替相場により円貨に換

　　算し、換算差額は損益と 　　算し、換算差額は損益と

　　して処理しております。 　　して処理しております。

　　なお、在外子会社の資産 　　なお、在外子会社の資産

　　及び負債、収益及び費用 　　及び負債、収益及び費用

　　は中間決算日の直物為替 　　は連結決算日の直物為替

　　相場により円貨に換算し、 　　相場により円貨に換算し、

　　換算差額は純資産の部に 　　換算差額は純資産の部に

　　おける為替換算調整勘定 　　おける為替換算調整勘定

　　に含めております。 　　及び少数株主持分に含め

　　ております。

（訂正後）

（二）重要な外貨建の資産又 （二）重要な外貨建の資産又 （二）重要な外貨建の資産又

　は負債の本邦通貨への換算 　は負債の本邦通貨への換算 　は負債の本邦通貨への換算

　の基準 　の基準 　の基準

　　　外貨建金銭債権債務は、 　　　外貨建金銭債権債務は、

　　振当処理をしているもの 　　振当処理をしているもの 　　振当処理をしているもの

　　を除き中間決算日の直物 　　を除き中間決算日の直物 　　を除き連結決算日の直物

　　為替相場により円貨に換 　　為替相場により円貨に換 　　為替相場により円貨に換

　　算し、換算差額は損益と 　　算し、換算差額は損益と 　　算し、換算差額は損益と

　　して処理しております。 　　して処理しております。 　　して処理しております。

　　なお、在外子会社の資産 　　なお、在外子会社の資産 　　なお、在外子会社の資産

　　及び負債、収益及び費用 　　及び負債、収益及び費用 　　及び負債、収益及び費用

　　は中間決算日の直物為替 　　は中間決算日の直物為替 　　は連結決算日の直物為替

　　相場により円貨に換算し、 　　相場により円貨に換算し、　　相場により円貨に換算し、

　　換算差額は純資産の部に 　　換算差額は純資産の部に 　　換算差額は純資産の部に

　　おける為替換算調整勘定 　　おける為替換算調整勘定 　　おける為替換算調整勘定

　　に含めております。 　　及び少数株主持分に含め 　　及び少数株主持分に含め

　　ております。 　　ております。

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）

同左

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）

　　　外貨建金銭債権債務は、
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＜訂正箇所＞ Ｐ42  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）

（2）有価証券 （2）有価証券 （2）有価証券

　満期保有目的の債券 　満期保有目的の債券 　満期保有目的の債券

　　償却原価法（定額法）

　子会社株式 　子会社株式 　子会社株式

　　移動平均法による原価法 　　移動平均法による原価法 　　移動平均法による原価法

　その他有価証券 　その他有価証券 　その他有価証券

　　時価のあるもの 　　時価のあるもの 　　時価のあるもの

　　　中間決算日の市場価格 　　　決算日の市場価格等に

　　等に基づく時価法（評価 　　基づく時価法（評価差額

　　差額は全部純資産直入法 　　は全部純資産直入法によ

　　により処理し、売却原価 　　り処理し、売却原価は移

　　は移動平均法により算定） 　　動平均法により算定）

　　時価のないもの 　　時価のないもの 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　　なお、投資事業組合等

　　への出資（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、組合契約に規

　　定される決算報告日に応

　　じて入手可能な 近の決

　　算書を基礎とし、持分相

　　当額を純額で取り込む方

　　法によっております。

（訂正後）

（2）有価証券 （2）有価証券 （2）有価証券

　満期保有目的の債券 　満期保有目的の債券 　満期保有目的の債券

　　償却原価法（定額法）

　子会社株式 　子会社株式 　子会社株式

　　移動平均法による原価法 　　移動平均法による原価法 　　移動平均法による原価法

　その他有価証券 　その他有価証券 　その他有価証券

　　時価のあるもの 　　時価のあるもの 　　時価のあるもの

　　　中間決算日の市場価格 　　　決算日の市場価格等に

　　等に基づく時価法（評価 　　基づく時価法（評価差額

　　差額は全部純資産直入法 　　は全部純資産直入法によ

　　により処理し、売却原価 　　り処理し、売却原価は移

　　は移動平均法により算定） 　　動平均法により算定）

　　時価のないもの 　　時価のないもの 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法 　　　移動平均法による原価法　　　移動平均法による原価法

　　　なお、投資事業組合等 　　　なお、投資事業組合等 　　　なお、投資事業組合等

　　への出資（証券取引法第 　　への出資（金融商品取引 　　への出資（証券取引法第

　　２条第２項により有価証 　　法第２条第２項により有 　　２条第２項により有価証

　　券とみなされるもの）に 　　価証券とみなされるもの）　　券とみなされるもの）に

　　ついては、組合契約に規 　　については、組合契約に 　　ついては、組合契約に規

　　定される決算報告日に応 　　規定される決算報告日に 　　定される決算報告日に応

　　じて入手可能な 近の決 　　応じて入手可能な 近の 　　じて入手可能な 近の決

　　算書を基礎とし、持分相 　　決算書を基礎とし、持分 　　算書を基礎とし、持分相

　　当額を純額で取り込む方 　　相当額を純額で取り込む 　　当額を純額で取り込む方

　　法によっております。 　　方法によっております。 　　法によっております。

同左 同左

同左

項目
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）

同左 同左

同左

同左 同左

項目
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）
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＜訂正箇所＞ 45ページ　注記事項 （中間貸借対照表関係）

（訂正前）

※1．有形固定資産の減価償却累計額 ※1．有形固定資産の減価償却累計額 ※1．有形固定資産の減価償却累計額

（訂正後）

※1．有形固定資産の減価償却累計額 ※1．有形固定資産の減価償却累計額 ※1．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　23,069百万円 　　　　　　　　　　　　23,194百万円 　　　　　　　　　　　22,683百万円

以上

　　　　　　　　　　　　23,069百万円 　　　　　　　　　　　　23,169百万円 　　　　　　　　　　　22,683百万円

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）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

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）
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