
  

 

 
平成 19年 12月５日 

 
各      位 

 
会 社 名   パシフィックシステム株式会社 
代表者名   代表取締役社長 末武 信一 
（JASDAQ・コード番号・３８４７） 

問合せ先  取締役経営企画室長 小澤 文男 
（TEL．０３- ５８４７-４７００ ） 

 
（訂正・修正）平成20年３月期 中間決算短信の一部訂正・修正について 

 
 平成19年11月15日に開示いたしました「平成20年３月期 中間決算短信」の一部に変更が生じましたので、

下記の通り訂正・修正いたします。 
  
【訂正・修正理由】 
 平成 19 年９月 20 日に当社取締役会において、株式会社システムベースの株式取得による子会社化を決議した

ことに係り、同社を関連会社として取り扱うかどうか監査法人と協議し、11月15日時点においては、関連会社と

して取り扱わないとの判断において開示させて頂きました。 
 半期報告書作成過程において、監査法人と協議を重ねた結果、当中間期において同社を関連会社として取り扱う

ことが妥当と判断したため、この度、中間決算短信を修正するものであります。 
 また、１ページ「（3）連結キャッシュ・フローの状況」の記載に一部誤りがありましたので訂正いたします。 
なお、訂正・修正箇所は下線で表示しております。 

記 

 
【１ページ】 1．平成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 
 
（修正前） 

 １株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 

(当期)純利益 
 円 銭 円 銭 

19年９月中間期 15 51 ― ― 
18年９月中間期 54 53 ― ― 

19年３月期 187 47 ― ―  
 
（修正後） 

 １株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 

(当期)純利益 
 円 銭 円 銭 

19年９月中間期 15 52 ― ― 
18年９月中間期 54 53 ― ― 

19年３月期 187 47 ― ―  
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【１ページ】 1．平成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） 
       (2) 連結財政状態 
 
（ 修正前） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

19年９月中間期 3,744 2,219 59.3 1,499 48 
18年９月中間期 3,679 1,920 52.2 1,391 96 

19年３月期 3,676 2,103 57.2 1,524 53  
(参考) 自己資本 19年９月中間期 2,219百万円 18年９月中間期 1,920百万円 19年３月期 2,103百万円

 
（修正後） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

19年９月中間期 3,962 2,437 61.5 1,649 35 
18年９月中間期 3,679 1,920 52.2 1,391 96 

19年３月期 3,676 2,103 57.2 1,524 53  
(参考) 自己資本 19年９月中間期 2,437百万円 18年９月中間期 1,920百万円 19年３月期 2,103百万円

 
 
【1ページ】 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 
（訂正前） 

 
営業活動による 

    キャッシュ・フロ
ー 

投資活動による 
    キャッシュ・フロ

ー 

財務活動による 
    キャッシュ・フロ

ー 
現金及び現金同等物 

    期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

19年９月中間期 454 △112 44 646 
18年９月中間期 △32 △42 △62 215 

19年３月期 179 △115 △82 260 
 
（訂正後） 

 
営業活動による 

    キャッシュ・フロ
ー 

投資活動による 
    キャッシュ・フロ

ー 

財務活動による 
    キャッシュ・フロ

ー 
現金及び現金同等物 

    期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

19年９月中間期 454 △112 44 646 
18年９月中間期 △32 △42 12 215 

19年３月期 179 △115 △82 260 
 
 
【２ページ】 4．その他 （3）発行済株式数（普通株式）  
     
（修正前） 
② 期末自己株式数 19年９月中間期 70株 18年９月中間期 ―株 

  19年３月期 ―株   

 
（修正後） 
② 期末自己株式数 19年９月中間期 2,410株 18年９月中間期 ―株 

  19年３月期 ―株   
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【５ページ】 １ 経営成績 （2）財政状態に関する分析 （参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 
（修正前） 

 平成17年９月中間期 平成18年９月中間期 平成19年９月中間期 

自己資本比率(%) 49.5 52.2 59.3 

時価ベースの自己資本比率(%)      ―      ― 65.1 
キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(%) 159.3      ― 5.5 
インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 101.9      ― 1,326.1 

 
（修正後） 

 平成17年９月中間期 平成18年９月中間期 平成19年９月中間期 

自己資本比率(%) 49.5 52.2 61.5 

時価ベースの自己資本比率(%)      ―      ― 61.4 
キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(%) 159.3      ― 5.5 
インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 101.9      ― 1,326.1 

 
 
【10ページ】 ２ 企業集団の状況 
 
下記訂正は、全面訂正（図・表を含む）となるため、訂正箇所に下線は表示させておりません。 
 
（修正前） 
 平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年５月 21 日開示）により開示を行った内容から、重要な変更がないた

め開示を省略しております。 
 
（修正後） 

当社グループは、当社（パシフィックシステム株式会社）及び連結子会社であるパシフィックテクノス株

式会社に加え、関連会社である株式会社システムベースの３社で構成されております。 
当社グループは、情報サービス事業を展開しておりますが、パシフィックテクノス株式会社は、主に生コ

ンクリート業界向けシステムを開発・販売、株式会社システムベースは、主に地元企業、自治体向けに機器

等販売、システム運用・管理等を行っております。なお、当社グループ間では、当社とパシフィックテクノ

ス株式会社との間で、当社が一部製品を仕入する取引、当社とシステムベースとの間では、当社が一部ソフ

トウェア開発を委託する取引を行っております。 
また、親会社である太平洋セメント及びそのグループとの間では、当社は情報サービス事業全般にわたる

取引を行っております。 
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当社グループの事業内容を、区分別に示すと次のとおりであります。 
区  分 内   容 

機器等販売 パソコン・サーバー及び周辺機器とパッケージソフト等の販売を行っております。 

ソフトウェア開発 
製造業・流通業・金融業等幅広くアプリケーションシステムの受託開発業務を行っ

ております。また業務の一部をパシフィックテクノス株式会社及び株式会社システ

ムベースに委託しております。 

システム販売 

画像処理システム、農業生産管理システム、生コンクリート業界向けシステム、Ｃ

ＲＭシステム（注）等の自社開発システムの販売、及びネットワーク構築等のインフ

ラサービスを行っております。生コンクリート業界向けシステムは、パシフィック

テクノス株式会社から仕入れております。また農業生産管理システムの制御機器製

造は、パシフィックテクノス株式会社に委託しております。 
(注)ＣＲＭシステム：Customer Relationship Management           

  （当社商品名：コールセンタ一体型戦略営業システム） 

システム運用・管理等 ユーザシステムの運用・管理サービス、パソコン教育等を行っております。 
 

事業の系統図は、次のとおりであります。 
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 （関係会社の状況） 
 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 

名称 住所 資本金 
(百万円) 主要な事業の内容 議決権の所有又

は被所有割合(％) 関係内容 

(持分法適用関連会社)      

株式会社システムベース 岩手県 
北上市 30 情報サービス事業 19.5 

当社のソフトウェ
ア開発を委託して
おります。 

顧 客 〔親会社 太平洋セメント株式会社を含む〕 
（製造業・流通業・金融業・生コンクリート業等） 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
等
の
販
売
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
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、
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入
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フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
、
他 

（連結子会社）パシフィックテクノス株式会社 

仕入先 

（関連会社）株式会社システムベース 

当社 
機器等 
販 売 

ソフトウェア 
開 発 

システム 
販 売 

システム運用 
・管理等 
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【12～13ページ】 ４ 中間連結財務諸表 （1）中間連結貸借対照表 
 
（修正前） 

  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   215,796   646,965   260,339  

 ２ 受取手形及び売掛金   1,289,256   1,145,961   1,622,708  

 ３ たな卸資産   632,514   449,121   358,744  

 ４ その他   296,752   203,138   197,990  

   貸倒引当金   △1,804   △1,561   △1,695  

   流動資産合計   2,432,514 66.1  2,443,623 65.3  2,438,087 66.3 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※１          

  (1) 建物及び構築物   214,670   206,381   207,175  

  (2) 土地   431,600   431,600   431,600  

  (3) その他   124,975   134,957   124,903  

   有形固定資産合計   771,245 21.0  772,938 20.6  763,679 20.8 

 ２ 無形固定資産           

  (1) ソフトウェア   212,497   191,376   206,708  

  (2) その他   5,450   73,170   30,372  

   無形固定資産合計   217,948 5.9  264,546 7.1  237,080 6.4 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資その他の資産   257,989   287,565   237,246  

    貸倒引当金   △236   △23,803   ―  

   投資その他の資産 
   合計   257,753 7.0  263,761 7.0  237,246 6.5 

   固定資産合計   1,246,947 33.9  1,301,247 34.7  1,238,006 33.7 

   資産合計   3,679,462 100.0  3,744,871 100.0  3,676,093 100.0 
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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 買掛金   598,758   573,434   579,869  

 ２ 短期借入金   70,000   ―   ―  

 ３ 一年以内返済予定 
   の長期借入金   50,000   25,000   37,500  

 ４ 未払費用   192,640   170,022   180,471  

 ５ 賞与引当金   272,096   272,212   273,329  

 ６ 受注損失引当金   14,735   578   13,759  

 ７ その他   244,357   177,749   225,758  

   流動負債合計   1,442,587 39.2  1,218,997 32.5  1,310,687 35.7 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金   25,000   ―   12,500  

 ２ 退職給付引当金   262,702   260,975   213,344  

 ３ 役員退職慰労引当金   27,455   45,380   35,090  

 ４ その他   808   391   618  

   固定負債合計   315,966 8.6  306,746 8.2  261,552 7.1 

   負債合計   1,758,553 47.8  1,525,744 40.7  1,572,239 42.8 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   690,000 18.8  777,875 20.8  690,000 18.8 

 ２ 資本剰余金   147,997 4.0  235,872 6.3  147,997 4.0 

 ３ 利益剰余金   1,077,866 29.3  1,201,339 32.1  1,261,321 34.3 

 ４ 自己株式   ― ―  △116 △0.0  ― ― 

   株主資本合計   1,915,864 52.1  2,214,970 59.2  2,099,319 57.1 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金   5,044 0.1  4,156 0.1  4,534 0.1 

   評価・換算差額等 
   合計   5,044 0.1  4,156 0.1  4,534 0.1 

   純資産合計   1,920,908 52.2  2,219,126 59.3  2,103,853 57.2 

   負債純資産合計   3,679,462 100.0  3,744,871 100.0  3,676,093 100.0 
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（修正後） 

  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   215,796   646,965   260,339  

 ２ 受取手形及び売掛金   1,289,256   1,145,961   1,622,708  

 ３ たな卸資産   632,514   449,121   358,744  

 ４ その他   296,752   203,138   197,990  

   貸倒引当金   △1,804   △1,561   △1,695  

   流動資産合計   2,432,514 66.1  2,443,623 61.7  2,438,087 66.3 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※１          

  (1) 建物及び構築物   214,670   206,381   207,175  

  (2) 土地   431,600   431,600   431,600  

  (3) その他   124,975   134,957   124,903  

   有形固定資産合計   771,245 21.0  772,938 19.5  763,679 20.8 

 ２ 無形固定資産           

  (1) ソフトウェア   212,497   191,376   206,708  

  (2) その他   5,450   73,170   30,372  

   無形固定資産合計   217,948 5.9  264,546 6.7  237,080 6.4 

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券   ―   245,739   36,503  

  (2) その他   257,989   259,757   200,743  

    貸倒引当金   △236   △23,803   ―  

   投資その他の資産 
   合計   257,753 7.0  481,692 12.1  237,246 6.5 

   固定資産合計   1,246,947 33.9  1,519,178 38.3  1,238,006 33.7 

   資産合計   3,679,462 100.0  3,962,802 100.0  3,676,093 100.0 
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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 買掛金   598,758   573,434   579,869  

 ２ 短期借入金   70,000   ―   ―  

 ３ 一年以内返済予定 
       の長期借入金   50,000   25,000   37,500  

 ４ 未払費用   192,640   170,022   180,471  

 ５ 賞与引当金   272,096   272,212   273,329  

 ６ 受注損失引当金   14,735   578   13,759  

 ７ その他   244,357   177,749   225,758  

   流動負債合計   1,442,587 39.2  1,218,997 30.8  1,310,687 35.7 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金   25,000   ―   12,500  

 ２ 退職給付引当金   262,702   260,975   213,344  

 ３ 役員退職慰労引当金   27,455   45,380   35,090  

 ４ その他   808   391   618  

   固定負債合計   315,966 8.6  306,746 7.7  261,552 7.1 

   負債合計   1,758,553 47.8  1,525,744 38.5  1,572,239 42.8 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   690,000 18.8  777,875 19.6  690,000 18.8 

 ２ 資本剰余金   147,997 4.0  235,872 5.9  147,997 4.0 

 ３ 利益剰余金   1,077,866 29.3  1,421,074 35.9  1,261,321 34.3 

 ４ 自己株式   ― ―  △1,920 △0.0  ― ― 

   株主資本合計   1,915,864 52.1  2,432,901 61.4  2,099,319 57.1 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
       評価差額金   5,044 0.1  4,156 0.1  4,534 0.1 

   評価・換算差額等 
       合計   5,044 0.1  4,156 0.1  4,534 0.1 

   純資産合計   1,920,908 52.2  2,437,057 61.5  2,103,853 57.2 

   負債純資産合計   3,679,462 100.0  3,962,802 100.0  3,676,093 100.0 
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【16ページ】 ４ 中間連結財務諸表 （3）中間連結株主資本等変動計算書 
      
（修正前） 

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) 690,000 147,997 1,261,321 ― 2,099,319  

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行 87,875 87,875   175,750 

 剰余金の配当   △82,800 △82,800 

 中間純利益   22,817 22,817 

 自己株式の取得    △116 △116 

 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) 87,875 87,875 △59,982 △116 115,651 

平成19年９月30日残高(千円) 777,875 235,872 1,201,339 △116 2,214,970 

 

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 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 4,534 4,534 2,103,853 

中間連結会計期間中の変動額    

 新株の発行   175,750 

 剰余金の配当   △82,800 

 中間純利益   22,817 

 自己株式の取得   △116 

 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) △377 △377 △377 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △377 △377 115,273 

平成19年９月30日残高(千円) 4,156 4,156 2,219,126 
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（修正後） 
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) 690,000 147,997 1,261,321 ― 2,099,319  

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行 87,875 87,875   175,750 

 剰余金の配当   △82,800 △82,800 

 中間純利益   22,817 22,817 

 持分法適用に伴う利益剰余金 
 増加高   219,734  219,734 

 持分法適用に伴う自己株式 
 増加高    △1,803 △1,803 

 自己株式の取得    △116 △116 

 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) 87,875 87,875 159,752 △1,920 333,581 

平成19年９月30日残高(千円) 777,875 235,872 1,421,074 △1,920 2,432,901 

 

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 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 4,534 4,534 2,103,853 

中間連結会計期間中の変動額    

 新株の発行   175,750 

 剰余金の配当   △82,800 

 中間純利益   22,817 

 持分法適用に伴う利益剰余金 
 増加高   219,734 

 持分法適用に伴う自己株式 
 増加高   △1,803 

 自己株式の取得   △116 

 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) △377 △377 △377 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △377 △377 333,204 

平成19年９月30日残高(千円) 4,156 4,156 2,437,057 
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【20ページ】 ４ 中間連結財務諸表 （5）中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 
      
（修正前） 

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) 

２ 持分法の適用に関する事項 
  非連結子会社及び関連会社
はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 
  非連結子会社及び関連会社
はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 
  非連結子会社及び関連会社
はありません。 

 
（修正後） 

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) 

２ 持分法の適用に関する事項 
  非連結子会社及び関連会社
はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 
 (1) 持分法を適用した非連結子

会社はありません。 
 (2) 持分法を適用した関連会社 

の数        １社 
      持分法適用会社の名称 
  ㈱システムベース 

同社に対し実質的な影響
力を行使しうる状態になっ
たため、当中間連結会計期
間より持分法適用の範囲に
含めております。なお、み
なし取得日を当中間連結会
計期間末としているため、
当中間連結会計期間の損益
に与える影響はありませ
ん。 

  (3) 決算日の異なる持分法適用
会社の処理 
持分法適用会社である㈱

システムベースの決算日は
平成19年９月30日である
ため、中間連結財務諸表の
作成にあたって、事業年度
に係る財務諸表を使用して
おります。 

２ 持分法の適用に関する事項 
  非連結子会社及び関連会社
はありません。 
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【24ページ】 ４ 中間連結財務諸表 （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の変更 
          (表示方法の変更) 
 
（修正前） 
該当事項はありません。 

 
（修正後） 

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) 

―――――― （中間連結貸借対照表） 
 「投資有価証券」は前中間連結会計期間末におい
て、投資その他の資産の「投資その他の資産」に含
めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末
において資産の100分の５を超えたため、区分掲記
しております。 
 なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」
の金額は36,954千円であります。 

 

 
【26ページ】 ４ 中間連結財務諸表 （7）中間連結財務諸表に関する注記事項  

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 
 
（修正前） 
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) 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間
末 

普通株式 (株) ― 70 ― 70 
（注）普通株式の自己株式の増加70株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 
（修正後） 
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) 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間
末 

普通株式 (株) ― 2,410 ― 2,410 
（注）普通株式の自己株式の増加2,410株は、単元未満株式の買取による取得70株及び持分法適用会社 

   が保有する自己株式（当社株式）の当社帰属分2,340株であります。 
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【32ページ】 ４ 中間連結財務諸表 （7）中間連結財務諸表に関する注記事項 (有価証券関係) 
 
（修正前） 
当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 中間連結貸借対照表計上額 
    (千円) 

その他有価証券  

非上場株式 16,591 

計 16,591 
 
（修正後） 
当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 中間連結貸借対照表計上額 
(千円) 

（1）その他有価証券  

  非上場株式 0 

計 0 

（2）関連会社株式  

  関連会社株式 234,521 

計 234,521 
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【35ページ】 ４ 中間連結財務諸表 （7）中間連結財務諸表に関する注記事項 (1株当たり情報) 
 
（修正前） 

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株当たり純資産額 1,391円96銭 １株当たり純資産額 1,499円48銭 １株当たり純資産額 1,524円53銭 
１株当たり中間純利益 54円53銭

 
１株当たり中間純利益 15円51銭

 
１株当たり当期純利益 187円47銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。 

 
（修正後） 

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株当たり純資産額 1,391円96銭 １株当たり純資産額 1,649円35銭 １株当たり純資産額 1,524円53銭 
１株当たり中間純利益 54円53銭

 
１株当たり中間純利益 15円52銭

 
１株当たり当期純利益 187円47銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。 

 
 
【35ページ】 （重要な後発事象） 
 
（修正前） 
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） 

 (株式取得による会社の買収） 

  当社は、平成19年９月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成19年10月 31日付けで株式        
会社システムベースの株式を取得し、連結子会社といたしました。 

 
（修正後） 
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） 

 (株式取得による会社の買収） 

  当社は、平成19年９月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成19年10月 31日付けで株式        
会社システムベースの株式を取得し、連結子会社といたしました。 
 なお、当決議により、株式会社システムベースに対する実質的な影響力を行使しうる状態になっ

たため、当中間連結会計期間より関連会社としております。 
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【43ページ】 （4）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 
（修正前） 

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 有価証券の評価基準及び評
価方法 

１ 有価証券の評価基準及び評
価方法 

１ 有価証券の評価基準及び評
価方法 

(1) 有価証券 
①子会社株式 
移動平均法による原価法 

(1) 有価証券 
①子会社株式 
同左 

(1) 有価証券 
①子会社株式 
同左 

 
（修正後） 

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 有価証券の評価基準及び評
価方法 

１ 有価証券の評価基準及び評
価方法 

１ 有価証券の評価基準及び評
価方法 

(1) 有価証券 
①子会社株式 
移動平均法による原価法 

   

(1) 有価証券 
①子会社株式及び関連会社
株式 
同左 

(1) 有価証券 
①子会社株式 
同左 

 
 
 
【51ページ】 （重要な後発事象） 
 
（修正前） 
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） 

 (株式取得による会社の買収） 

  当社は、平成19年９月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成19年10月 31日付けで株式        
会社システムベースの株式を取得し、連結子会社といたしました。 

 
（修正後） 
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） 

 (株式取得による会社の買収） 

  当社は、平成19年９月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成19年10月 31日付けで株式        
会社システムベースの株式を取得し、連結子会社といたしました。 
 なお、当決議により、株式会社システムベースに対する実質的な影響力を行使しうる状態になっ

たため、当中間会計期間より関連会社としております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


