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平成 19 年 12 月 5 日 

各   位 

会 社 名  ア ズ ワ ン 株 式 会 社 

代 表 者 名  代表取締役社長 井内 英夫 

（コード番号 7476 東証・大証第 1部） 

問い合わせ先  取締役管理本部長 入江 庸二 

（TEL. ０６－６４４７－１２１０） 
 

 

（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８日付で発表いたしました「平成 20 年 3 月期中間決算短信」に、一部訂正を

要する箇所がありましたので、下記の通り訂正いたします。 

 
 

記 

 

 

Ⅰ．訂正箇所 

平成 20 年 3 月期中間決算短信 

４．中間連結財務諸表 

  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 

  （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

③投資不動産              p.18、19 

 

５．中間個別財務諸表 

  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   ２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

(2)投資不動産               p.37、38 
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Ⅱ．訂正内容 

 （訂正前） 

４．中間連結財務諸表 

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） 

 

 

① 有形固定資産 

 

 

① 有形固定資産 

 

 

① 有形固定資産 

４．会計処理基準に

関する事項 

(2）重要な減価償却

資産の減価償

却の方法 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっておりま

す。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっており

ます。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より、法人税法

改正に伴い、平成 19 年４月１日以

降取得した有形固定資産について

は改正法人税法に規定する償却方

法によっております。なお、この変

更に伴う営業利益、経常利益、税金

等調整前中間純利益に与える影響

額は軽微であります。 

（追加情報） 

平成 19年度の法人税法改正に伴い、

平成 19年３月 31日以前に取得した

資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上してお

ります。なお、この変更に伴う営業

利益、経常利益、税金等調整前中間

純利益に与える影響額は軽微であ

ります。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっておりま

す。 
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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） 

 ③ 投資不動産 ③ 投資不動産 ③ 投資不動産 

 定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっておりま

す。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっており

ます。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より、法人税法

改正に伴い、平成 19 年４月１日以

降取得した投資不動産については

改正法人税法に規定する償却方法

によっております。なお、この変更

に伴う経常利益、税金等調整前中間

純利益に与える影響額はありませ

ん。 

（追加情報） 

平成 19年度の法人税法改正に伴い、

平成 19年３月 31日以前に取得した

資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

の差額を５年間にわたり均等償却

し、投資不動産賃貸原価に含めて計

上しております。なお、この変更に

伴う経常利益、税金等調整前中間純

利益に与える影響額は軽微であり

ます。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっておりま

す。 
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 （訂正後） 

４．中間連結財務諸表 

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） 

 

 

① 有形固定資産 

 

 

① 有形固定資産 

 

 

① 有形固定資産 

４．会計処理基準に

関する事項 

(2）重要な減価償却

資産の減価償

却の方法 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっておりま

す。 

建物（附属設備を除く） 

旧定率法 

建物（附属設備を除く）以外 

平成19年３月31日以前に取得した

もの 

 旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得した

もの 

 定率法 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっており

ます。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より、法人税法

改正に伴い、平成 19 年４月１日以

降取得した建物（附属設備を除く）

以外の有形固定資産については改

正法人税法に規定する償却方法に

よっております。なお、この変更に

伴う営業利益、経常利益、税金等調

整前中間純利益に与える影響額は

軽微であります。 

（追加情報） 

平成 19年度の法人税法改正に伴い、

平成 19年３月 31日以前に取得した

建物（附属設備を除く）以外の資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額の差

額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益、税金等調整前中間純利益

に与える影響額は軽微であります。

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっておりま

す。 
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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） 

 ③ 投資不動産 ③ 投資不動産 ③ 投資不動産 

 定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっておりま

す。 

建物（附属設備を除く） 

旧定率法 

建物（附属設備を除く）以外 

平成19年３月31日以前に取得した

もの 

 旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得した

もの 

 定率法 

 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっており

ます。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より、法人税法

改正に伴い、平成 19 年４月１日以

降取得した建物（附属設備を除く）

以外の投資不動産については改正

法人税法に規定する償却方法によ

っております。なお、この変更に伴

う経常利益、税金等調整前中間純利

益に与える影響額はありません。 

（追加情報） 

平成 19年度の法人税法改正に伴い、

平成 19年３月 31日以前に取得した

建物（附属設備を除く）以外の資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額の差

額を５年間にわたり均等償却し、投

資不動産賃貸原価に含めて計上し

ております。なお、この変更に伴う

経常利益、税金等調整前中間純利益

に与える影響額は軽微であります。

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税法

の規定と同一の基準によっておりま

す。 
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 （訂正前） 

５．中間個別財務諸表 

中間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） 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方法 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税

法の規定と同一の基準によって

おります。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人

税法の規定と同一の基準によっ

ております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、法人税法改

正に伴い、平成 19 年４月１日以

降取得した有形固定資産につい

ては改正法人税法に規定する償

却方法によっております。なお、

この変更に伴う営業利益、経常利

益、税引前中間純利益に与える影

響額は軽微であります。 

（追加情報） 

平成 19 年度の法人税法改正に伴

い、平成 19 年３月 31 日以前に取

得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額の差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。なお、この

変更に伴う営業利益、経常利益、

税引前中間純利益に与える影響

額は軽微であります。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税

法の規定と同一の基準によって

おります。 
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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） 

 (3) 投資不動産 (3) 投資不動産 (3) 投資不動産 

 定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税

法の規定と同一の基準によって

おります。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人

税法の規定と同一の基準によっ

ております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、法人税法改

正に伴い、平成 19 年４月１日以

降取得した投資不動産について

は改正法人税法に規定する償却

方法によっております。なお、こ

の変更に伴う経常利益、税引前中

間純利益に与える影響額はあり

ません。 

（追加情報） 

平成 19 年度の法人税法改正に伴

い、平成 19 年３月 31 日以前に取

得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額の差額を５年間にわた

り均等償却し、投資不動産賃貸原

価に含めて計上しております。な

お、この変更に伴う経常利益、税

引前中間純利益に与える影響額

は軽微であります。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税

法の規定と同一の基準によって

おります。 
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 （訂正後） 

５．中間個別財務諸表 

中間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） 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方法 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税

法の規定と同一の基準によって

おります。 

建物（附属設備を除く） 

旧定率法 

建物（附属設備を除く）以外 

平成19年３月31日以前に取得

したもの 

 旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得

したもの 

 定率法 

なお、耐用年数については法人

税法の規定と同一の基準によっ

ております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、法人税法改

正に伴い、平成 19 年４月１日以

降取得した建物（附属設備を除

く）以外の有形固定資産について

は改正法人税法に規定する償却

方法によっております。なお、こ

の変更に伴う営業利益、経常利

益、税引前中間純利益に与える影

響額は軽微であります。 

（追加情報） 

平成 19 年度の法人税法改正に伴

い、平成 19 年３月 31 日以前に取

得した建物（附属設備を除く）以

外の資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額と備

忘価額の差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。なお、この変

更に伴う営業利益、経常利益、税

引前中間純利益に与える影響額

は軽微であります。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税

法の規定と同一の基準によって

おります。 
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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） 

 (3) 投資不動産 (3) 投資不動産 (3) 投資不動産 

 定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税

法の規定と同一の基準によって

おります。 

建物（附属設備を除く） 

旧定率法 

建物（附属設備を除く）以外 

平成19年３月31日以前に取得

したもの 

 旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得

したもの 

 定率法 

なお、耐用年数については法人

税法の規定と同一の基準によっ

ております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より、法人税法改

正に伴い、平成 19 年４月１日以

降取得した建物（附属設備を除

く）以外の投資不動産については

改正法人税法に規定する償却方

法によっております。なお、この

変更に伴う経常利益、税引前中間

純利益に与える影響額はありま

せん。 

（追加情報） 

平成 19 年度の法人税法改正に伴

い、平成 19 年３月 31 日以前に取

得した建物（附属設備を除く）以

外の資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額と備

忘価額の差額を５年間にわたり

均等償却し、投資不動産賃貸原価

に含めて計上しております。な

お、この変更に伴う経常利益、税

引前中間純利益に与える影響額

は軽微であります。 

定率法によっております。 

なお、耐用年数については法人税

法の規定と同一の基準によって

おります。 

 

 

 

 

 

※下線部分が訂正個所であります。 

以上 


