
―1― 

 
 

平成19年12月６日 

各 位 

         

会 社 名  東京ラヂエーター製造株式会社 
代 表 者 名  取締役社長 原 口 史 郎 
コード番号  7235  東証第二部 
問 合 せ 先  総務部・経理部・ 

原価管理部統括取締役 
   西 村 重 幸 
  TEL(0466)87-1231 

 

 

（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14日に公表いたしました「平成20年３月期 中間決算短信」の一部
に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 
 
 

１．訂正事項 

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 

 １７ページ (中間連結貸借対照表関係) 

 ２４ページ (１株当たり情報) 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所は、   を付して表示しております。 
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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 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

（訂正前） 

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) 

前連結会計年度末 
    (平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の 
   減価償却累計額 

20,149,555千円
 

※１ 有形固定資産の 
   減価償却累計額 

15,696,363千円
 

※１ 有形固定資産の 
   減価償却累計額 

15,527,233千円
 

※２ 担保資産 
(1) このうち、下記資産を横浜地
方法務局藤沢支局登記第60号工
場財団として長期借入金(１年
以 内 返 済 予 定 の も の を 含
む)690,000千円の担保に供して
おります。 

建物(帳簿価額) 904,316千円

土地(帳簿価額) 964,067千円

計 1,868,383千円
 

※２ 
――――――― 

 

※２  
――――――― 

 

(2) このうち、下記資産を長期借
入金(１年以内返済予定のもの
を含む)940,000千円、長期預り
保証金2,886,400千円の担保に
供しております。 

建物(帳簿価額) 7,204,500千円

土地(帳簿価額) 91千円

計 7,204,591千円
 

  

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書譲渡高 19,405千円 
 

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書譲渡高 28,179千円 
 

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書譲渡高 34,151千円 
 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 
中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形
交換日をもって決済処理してお
ります。 
なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた
め、次の中間連結会計期間末日
満期手形が中間連結会計期間末
残高に含まれております。 

受取手形 37,257千円

支払手形 669,201千円

設備関係支払手形 401,739千円
 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 
中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形
交換日をもって決済処理してお
ります。 
なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた
め、次の中間連結会計期間末日
満期手形が中間連結会計期間末
残高に含まれております。 

受取手形 23,938千円

支払手形 848,601千円

設備関係支払手形 170,035千円
 

※４ 連結会計年度末日満期手形 
連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換
日をもって決済処理しておりま
す。 
なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、
次の連結会計年度末日満期手形
が連結会計年度末残高に含まれ
ております。 

受取手形 21,708千円

支払手形 797,416千円

設備関係支払手形 287,547千円
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（訂正後） 

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) 

前連結会計年度末 
    (平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の 
   減価償却累計額 

20,149,555千円
 

※１ 有形固定資産の 
   減価償却累計額 

15,696,363千円
 

※１ 有形固定資産の 
   減価償却累計額 

15,540,490千円
 

※２ 担保資産 
(1) このうち、下記資産を横浜地
方法務局藤沢支局登記第60号工
場財団として長期借入金(１年
以 内 返 済 予 定 の も の を 含
む)690,000千円の担保に供して
おります。 

建物(帳簿価額) 904,316千円

土地(帳簿価額) 964,067千円

計 1,868,383千円
 

※２ 
――――――― 

 

※２  
――――――― 

 

(2) このうち、下記資産を長期借
入金(１年以内返済予定のもの
を含む)940,000千円、長期預り
保証金2,886,400千円の担保に
供しております。 

建物(帳簿価額) 7,204,500千円

土地(帳簿価額) 91千円

計 7,204,591千円
 

  

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書譲渡高 19,405千円 
 

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書譲渡高 28,179千円 
 

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形裏書譲渡高 34,151千円 
 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 
中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形
交換日をもって決済処理してお
ります。 
なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた
め、次の中間連結会計期間末日
満期手形が中間連結会計期間末
残高に含まれております。 

受取手形 37,257千円

支払手形 669,201千円

設備関係支払手形 401,739千円
 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 
中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形
交換日をもって決済処理してお
ります。 
なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた
め、次の中間連結会計期間末日
満期手形が中間連結会計期間末
残高に含まれております。 

受取手形 23,938千円

支払手形 848,601千円

設備関係支払手形 170,035千円
 

※４ 連結会計年度末日満期手形 
連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換
日をもって決済処理しておりま
す。 
なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、
次の連結会計年度末日満期手形
が連結会計年度末残高に含まれ
ております。 

受取手形 21,708千円

支払手形 797,416千円

設備関係支払手形 287,547千円
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(１株当たり情報) 

 

（訂正前） 

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 559.40円 

１株当たり中間純利益 51.29円 
 

１株当たり純資産額 720.50円 

１株当たり中間純利益 37.17円 
 

１株当たり純資産額 678.87円 

１株当たり当期純利益 163.21円 
 

なお、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。 

なお、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。 

なお、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。 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

8,264,174千円 

普通株式に係る純資産額 

8,049,033千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

少数株主持分      215,140千円 

普通株式の発行済株式数 

14,400,000株 

普通株式の自己株式数 

11,366株 

１株当たり純資産の算定に用いられた 
    普通株式の数 

14,388,634株 

２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純利益 

738,009千円 

普通株式に係る中間純利益 

738,009千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

14,388,634株 
 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

10,712,255千円 

普通株式に係る純資産額 

10,366,950千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

少数株主持分       345,304千円 

普通株式の発行済株式数 

14,400,000株 

普通株式の自己株式数 

11,466株 

１株当たり純資産の算定に用いられた 
    普通株式の数 

14,388,534株 

２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純利益 

534,772千円 

普通株式に係る中間純利益 

534,772千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

14,388,541株 
 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

10,036,726千円 

普通株式に係る純資産額 

9,768,031千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

少数株主持分         268,694千円 

普通株式の発行済株式数 

1,440,000株 

普通株式の自己株式数 

11,416株 

１株当たり純資産の算定に用いられた 
    普通株式の数 

14,388,584株 

２ １株当たり中間純利益 

連結損益計算書上の当期純利益 

2,348,319千円 

普通株式に係る中間純利益 

2,348,319千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

14,388,622株 
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（訂正後） 

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 559.40円 

１株当たり中間純利益 51.29円 
 

１株当たり純資産額 720.50円 

１株当たり中間純利益 37.17円 
 

１株当たり純資産額 678.87円 

１株当たり当期純利益 163.21円 
 

なお、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。 

なお、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。 

なお、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。 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

8,264,174千円 

普通株式に係る純資産額 

8,049,033千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

少数株主持分      215,140千円 

普通株式の発行済株式数 

14,400,000株 

普通株式の自己株式数 

11,366株 

１株当たり純資産の算定に用いられた 
    普通株式の数 

14,388,634株 

２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純利益 

738,009千円 

普通株式に係る中間純利益 

738,009千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

14,388,634株 
 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

10,712,255千円 

普通株式に係る純資産額 

10,366,950千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

少数株主持分       345,304千円 

普通株式の発行済株式数 

14,400,000株 

普通株式の自己株式数 

11,466株 

１株当たり純資産の算定に用いられた 
    普通株式の数 

14,388,534株 

２ １株当たり中間純利益 

中間連結損益計算書上の中間純利益 

534,772千円 

普通株式に係る中間純利益 

534,772千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

14,388,541株 
 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

10,036,726千円 

普通株式に係る純資産額 

9,768,031千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

少数株主持分         268,694千円 

普通株式の発行済株式数 

14,400,000株 

普通株式の自己株式数 

11,416株 

１株当たり純資産の算定に用いられた 
    普通株式の数 

14,388,584株 

２ １株当たり中間純利益 

連結損益計算書上の当期純利益 

2,348,319千円 

普通株式に係る中間純利益 

2,348,319千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

14,388,622株 
 

 
 


