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平成 19 年 11 月 30 日 

各 位 
 

会 社 名 スターホールディングス株式会社 
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  佐 藤  不 三 夫

（コ ー ド 番 号          ８７０２ 福証、大証ﾆｯﾎﾟﾝ･ﾆｭｰﾏｰｹｯﾄ－｢ﾍﾗｸﾚｽ｣S）

問 合 せ 先 取締役管理部門管掌  川 崎 芳 徳

 T E L  0 9 2 - 4 7 2 - 8 0 1 1

 

 

（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 9 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の記載内容に一部訂正す

べき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 
記 

 
P.11 ４．中間連結財務諸表 
【訂正前】 
(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） 2,500,000 60,749 4,481,024 △ 202,975 6,838,798

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当 △ 18,303  △ 18,303

中間純損失 △ 58,656  △ 58,656

自己株式の取得 △ 10 △ 10
株主資本以外の項目の中間連結会計 
期間中の変動額（純額） 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △ 76,960 △ 10 △ 76,960

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 2,500,000 60,749 4,404,064 △ 202,985 6,761,827

      

      

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） 245,451 245,451 － 7,084,249  
中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当 △ 18,303  
中間純損失 △ 58,656  
自己株式の取得 △ 10  

株主資本以外の項目の中間連結会計 
期間中の変動額（純額） 

△ 174,521 △ 174,521 △ 174,521 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△ 174,521 △ 174,521 － △ 251,481 
 

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 70,929 70,929 － 6,832,757  
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【訂正後】 
(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） 2,500,000 60,749 4,481,024 △ 202,975 6,838,798

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当 △ 18,303  △ 18,303

中間純損失 △ 58,656  △ 58,656

自己株式の取得 △ 10 △ 10
株主資本以外の項目の中間連結会計 
期間中の変動額（純額） 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △ 76,960 △ 10 △ 76,970

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 2,500,000 60,749 4,404,064 △ 202,985 6,761,827

      

      

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） 245,451 245,451 － 7,084,249  
中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当 △ 18,303  
中間純損失 △ 58,656  
自己株式の取得 △ 10  
株主資本以外の項目の中間連結会計 
期間中の変動額（純額） 

△ 174,521 △ 174,521 △ 174,521 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△ 174,521 △ 174,521 － △ 251,491 
 

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 70,929 70,929 － 6,832,757  

 
 
 
P23 ４．中間連結財務諸表 
【訂正前】 
（中間連結損益計算書関係） 

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） 

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

従業員給与 994,382 千円 

賞与引当金繰入額 102,923 千円 

退職給付費用 33,546 千円  

従業員給与     671,497 千円

賞与引当金繰入額      45,260 千円

貸倒引当金繰入額       65,749 千円 

従業員給与    1,829,506 千円

賞与引当金繰入額       53,860 千円

退職給付費用       57,955 千円

福利厚生費      200,655 千円 

 
 



3 

【訂正後】 
（中間連結損益計算書関係） 

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） 

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

従業員給与 994,382 千円 

賞与引当金繰入額 102,923 千円 

退職給付費用 33,546 千円  

従業員給与     671,497 千円

賞与引当金繰入額      43,470 千円

貸倒引当金繰入額       65,749 千円 

従業員給与    1,829,506 千円

賞与引当金繰入額       53,860 千円

退職給付費用       57,955 千円

福利厚生費      200,655 千円 

 
 
P26 ４．中間連結財務諸表 
【訂正前】 
（リース取引関係） 

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） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

（借主側） 
① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

（借主側） 
① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

（借主側） 
① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

    
取得価額 
相当額 
（千円） 

  

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

  

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円） 

  

中間期末 
残高 
相当額 
（千円） 

有形固定資産 
(器具及び 

備品) 
  229,762   132,242   36,396   61,123

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

  155,209   56,359   13,797   85,052

合計   384,972   188,602   50,194   146,175
 

   
取得価額 
相当額 
（千円）

 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

 

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円）

 

中間期末 
残高 
相当額 
（千円）

有形固定資産 
(器具及び 
備品) 

 120,051  57,958  31,085  32,508

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

 120,599  48,583  7,586  64,429

合計  240,651  106,541  38,671  96,937
 

   
取得価額 
相当額 
（千円） 

  

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

  

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円）

 
期末残高 
相当額 
（千円）

有形固定資産 
(器具及び 
備品) 

 179,609   99,374   40,158  40,076

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

 128,429   45,091   8,576  74,762

合計  308,039   144,465   48,734  114,838
 

② 未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高 
未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高 
未経過リース料中間期末残高相当額 

 

１年内 65,364 千円

１年超 124,506 千円

合計 189,871 千円  

１年内      45,203 千円

１年超        79,309 千円

合計        124,513 千円

② 未経過リース料期末残高相当額及びリ

ース資産減損勘定期末残高 
未経過リース料期末残高相当額 

１年内       52,959 千円

１年超        100,729 千円

合計        153,688 千円

リース資産減損勘定

中間期末残高 
38,492 千円

 

リース資産減損勘定

中間期末残高 
  24,995 千円

  
リース資産減損勘定

期末残高 
      33,760千円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料 41,887 千円 

リース資産減損勘定の

取崩額 
11,701 千円 

減価償却費相当額 27,773 千円 

支払利息相当額 3,526 千円 

減損損失 23,116 千円  

支払リース料    31,542 千円

リース資産減損勘定の

取崩額 
     8,765 千円

減価償却費相当額    18,509 千円

支払利息相当額      2,243 千円

        

支払リース料     80,976 千円

リース資産減損勘定の

取崩額 
    24,879 千円

減価償却費相当額     51,433 千円

支払利息相当額      6,431 千円

減損損失     31,085 千円 
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【訂正後】 
（リース取引関係） 

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） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

（借主側） 
① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

（借主側） 
① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

（借主側） 
① リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

    
取得価額 
相当額 
（千円） 

  

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

  

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円） 

  

中間期末 
残高 
相当額 
（千円） 

有形固定資産 
(器具及び 
備品) 

  229,762   132,242   36,396   61,123

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

  155,209   56,359   13,797   85,052

合計   384,972   188,602   50,194   146,175
 

   
取得価額 
相当額 
（千円）

 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

 

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円）

 

中間期末 
残高 
相当額 
（千円）

有形固定資産 
(器具及び 
備品) 

 119,532  57,909  31,085  30,537

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

 120,599  48,583  7,586  64,429

合計  240,131  106,492  38,671  94,967
 

   
取得価額 
相当額 
（千円） 

  

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

  

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円）

 
期末残高 
相当額 
（千円）

有形固定資産 
(器具及び 
備品) 

 179,609   99,374   40,158  40,076

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

 128,429   45,091   8,576  74,762

合計  308,039   144,465   48,734  114,838
 

② 未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高 
未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高 
未経過リース料中間期末残高相当額 

 

１年内 65,364 千円

１年超 124,506 千円

合計 189,871 千円  

１年内      45,008 千円

１年超        79,033 千円

合計        124,042 千円

② 未経過リース料期末残高相当額及びリ

ース資産減損勘定期末残高 
未経過リース料期末残高相当額 

１年内       52,959 千円

１年超        100,729 千円

合計        153,688 千円

リース資産減損勘定

中間期末残高 
38,492 千円 

 

リース資産減損勘定

中間期末残高 
  24,995 千円

  
リース資産減損勘定

期末残高 
      33,760千円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 41,887 千円 

リース資産減損勘定の

取崩額 
11,701 千円 

減価償却費相当額 27,773 千円 

支払利息相当額 3,526 千円 

減損損失 23,116 千円  

支払リース料    31,456 千円

リース資産減損勘定の

取崩額 
     8,765 千円

減価償却費相当額    20,293 千円

支払利息相当額      2,356 千円

        

支払リース料     80,976 千円

リース資産減損勘定の

取崩額 
    24,879 千円

減価償却費相当額     51,433 千円

支払利息相当額      6,431 千円

減損損失     31,085 千円 

 
 
 
P.31 ５．営業収益の状況 
【訂正前】 
(3) その他 

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）区分 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

信用取引収益 15,688 15,091 25,468
外国為替証拠金取引 21,211 10,778 45,895
その他 8,012 284 11,941
合計 44,912 26,154 83,304
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【訂正後】 
(3) その他 

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）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

信用取引収益 15,688 10,778 25,468
外国為替証拠金取引 21,211 15,091 45,895
その他 8,012 284 11,941
合計 44,912 26,154 83,304

 
 
P.32 ６．商品先物取引等の売買高 
【訂正前】 
(1) 商品先物取引 

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) 区分 

売買高（枚） 構成比（％） 売買高（枚） 構成比（％） 売買高（枚） 構成比（％）

 現物先物取引   

  農産物市場 318,708         31.4 435,616         52.2 701,277         36.6 
  砂糖市場 16,629          1.6 7,201          0.8 25,408          1.3 
  貴金属市場 292,021         28.8 174,688         21.0 502,266         26.2 
  アルミニウム市場 868          0.1 801          0.1 1,729          0.1 
  ゴム市場 110,176         10.9 49,430          5.9 213,590         11.1 
  石油市場 272,365         26.9 166,042         19.9 467,020         24.4 
 小計 1,010,767         99.7 833,778        100.0 1,911,290         99.7 
 指数先物取引   

  天然ゴム指数市場 3,309          0.3 286 0.0 4,748          0.3 
 小計 3,309          0.3 286 0.0 4,748          0.3 
 合計 1,014,076        100.0 834,064        100.0 1,916,038        100.0 
 （委託売買高） 936,653         92.4 708,300         84.9 1,643,306         85.8 
 （自己売買高） 77,423          7.6 125,764         15.1 272,732         14.2 
 
 
【訂正後】 
(1) 商品先物取引 

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) 区分 

売買高（枚） 構成比（％） 売買高（枚） 構成比（％） 売買高（枚） 構成比（％）

 現物先物取引   

  農産物市場 318,708         31.4 435,616         52.2 701,277         36.6 
  砂糖市場 16,629          1.6 7,201          0.8 25,408          1.3 
  貴金属市場 292,021         28.8 174,134         20.9 502,266         26.2 
  アルミニウム市場 868          0.1 830          0.1 1,729          0.1 
  ゴム市場 110,176         10.9 52,610          6.3 213,590         11.1 
  石油市場 272,365         26.9 163,387         19.6 467,020         24.4 
 小計 1,010,767         99.7 833,778        99.9 1,911,290         99.7 
 指数先物取引   

  天然ゴム指数市場 3,309          0.3 286 0.1 4,748          0.3 
 小計 3,309          0.3 286 0.1 4,748          0.3 
 合計 1,014,076        100.0 834,064        100.0 1,916,038        100.0 
 （委託売買高） 936,653         92.4 708,300         84.9 1,643,306         85.8 
 （自己売買高） 77,423          7.6 125,764         15.1 272,732         14.2 
 



6 

P.35 ７．中間個別財務諸表 
【訂正前】 
(3) 中間株主資本等変動計算書 
 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） 

株主資本  

資本剰余金  

 
  

資本金 
資本準備金

その他資本 
剰余金 

資本剰余金 
合計  

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 2,500,000 1,427,605 3,724,194 5,151,800 
中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当   

自己株式の取得   

中間純利益   

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － －
 

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 2,500,000 1,427,605 3,724,194 5,151,800 

      

      

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 2,800,000 85,815 2,885,815 △ 413 10,537,203 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当  △ 19,628 △ 19,628 △ 19,628 

自己株式の取得  △ 10 △ 10 

中間純利益  692,017 692,017 692,017 
中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ 672,388 672,388 △ 10 672,388 

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 2,800,000 758,204 3,558,204 △ 423 11,209,581 

      

      

    

    

    
  純資産合計 

    

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 10,537,203     

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当 △ 19,628     

自己株式の取得 △ 10     

中間純利益 692,017     

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

672,388 
    

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 11,209,581     
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【訂正後】 
(3) 中間株主資本等変動計算書 
 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） 

株主資本  

資本剰余金  

 
  

資本金 
資本準備金

その他資本 
剰余金 

資本剰余金 
合計  

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 2,500,000 1,427,605 3,724,194 5,151,800 
中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当   

自己株式の取得   

中間純利益   

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － －
 

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 2,500,000 1,427,605 3,724,194 5,151,800 

      

      

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 2,800,000 85,815 2,885,815 △ 413 10,537,203 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当  △ 19,628 △ 19,628 △ 19,628 

自己株式の取得  △ 10 △ 10 

中間純利益  692,017 692,017 692,017 
中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ 672,388 672,388 △ 10 672,378 

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 2,800,000 758,204 3,558,204 △ 423 11,209,581 

      

      

    

    

    
  純資産合計 

    

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 10,537,203     

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当 △ 19,628     

自己株式の取得 △ 10     

中間純利益 692,017     

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

672,378 
    

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 11,209,581     

 
 
 

 
 
 

  以上 


