
平成 19 年 12 月 20 日 

各 位 

会 社 名      株式会社ガーラ 

代 表 者 代表取締役社長     廣末 紀之 

（コード番号 4777   大証ヘラクレス） 

問 合 せ 先 取締役財務統括部長 藤田 公司 

 （TEL  03－5778－0321（代表）） 

 

（訂正）平成 20 年 3 月期 中間決算短信の一部訂正に関するお知らせ 
 

平成 19 年 11 月 21 日付にて公表いたしました「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」につきまして、平成

19 年 11 月 28 日開催の当社取締役会での㈱ガーラ総合研究所の解散決議に伴う修正を行ったほか、一部誤

りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は ＿（下線）を付しております。 
 

記 
 
１.1 頁 1. 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 19 年９月中間期 営業利益  
（訂正前） 
   △13 (百万円) 
（訂正後） 
   △1 (百万円) 
 
２.1 頁 1. 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 19 年９月中間期 経常利益  
（訂正前） 
   △41 (百万円) 
（訂正後） 
   △29 (百万円) 
 
３.1 頁 1. 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 19 年９月中間期 中間純利益  
（訂正前） 
   △164 (百万円) 
（訂正後） 
   △152 (百万円) 
 
４.1 頁 1. 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 19 年９月中間期 １株当たり中間純利益  
（訂正前） 
   △2,538 円 77 銭 
（訂正後） 
   △2,357 円 96 銭
 
５.1 頁 1. 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 19 年９月中間期 総資産  
（訂正前） 
   △2,705 (百万円) 
（訂正後） 
   △2,716 (百万円) 
 
６.1 頁 1. 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 19 年９月中間期 純資産  
（訂正前） 
   △1,815 (百万円) 
（訂正後） 
   △1,827 (百万円) 
 
７.1 頁 1. 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 19 年９月中間期 自己資本比率  
（訂正前） 
   55.7 (％) 
（訂正後） 
   55.9 (％) 
 

  



８.1 頁 1. 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 19 年９月中間期 １株当たり純資産  
（訂正前） 
   △27,997 円 80 銭 
（訂正後） 
   △23,411 円 45 銭
 
９.1 頁 1. 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 19 年９月中間期 （参考）自己資本  
（訂正前） 
   △1,506 (百万円) 
（訂正後） 
   △1,527 (百万円) 
 
10.2頁 (参考) 個別業績の概要 1. 19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） (1) 

個別経営成績 19 年９月中間期 中間純利益  
（訂正前） 
   △217 (百万円) 
（訂正後） 
   △228 (百万円) 
 
11.2頁 (参考) 個別業績の概要 1. 19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） (1) 

個別経営成績 19 年９月中間期 １株当たり中間純利益  
（訂正前） 
   △3,370 円 58 銭 
（訂正後） 
   △3,529 円 52 銭
 
12.2頁 (参考) 個別業績の概要 1. 19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） (2) 

個別財政状態 19 年９月中間期 総資産  
（訂正前） 
   1,874 (百万円) 
（訂正後） 
   1,864 (百万円) 
 
13.2頁 (参考) 個別業績の概要 1. 19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） (2) 

個別財政状態 19 年９月中間期 純資産  
（訂正前） 
   1,615 (百万円) 
（訂正後） 
   1,604 (百万円) 
 
14.2頁 (参考) 個別業績の概要 1. 19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） (2) 

個別財政状態 19 年９月中間期 自己資本比率  
（訂正前） 
   79.8 (％) 
（訂正後） 
   79.7 (％) 
 
15.2頁 (参考) 個別業績の概要 1. 19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） (2) 

個別財政状態 19 年９月中間期 １株当たり純資産  
（訂正前） 
   23,062 円 95 銭 
（訂正後） 
   22,904 円 53 銭
 
16.2頁 (参考) 個別業績の概要 1. 19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） (2) 

個別財政状態 19 年９月中間期 （参考）自己資本  
（訂正前） 
   1,495 (百万円) 
（訂正後） 
   1,485 (百万円) 
 
17. 8 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅰ 流動資産 ５ その他 
（訂正前） 
   67,621 (千円) 
（訂正後） 
   79,523 (千円) 
 
18. 8 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅰ 流動資産 流動資産合計 
（訂正前） 
   783,079 (千円)  29.0 （％） 
（訂正後） 
   794,982 (千円) 29.3 （％） 

  



19. 8 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅱ 固定資産 １ 有形固定資産
(1) 工具器具備品 

（訂正前） 
   100,473 (千円) 
（訂正後） 
   171,186 (千円) 
 
20. 8 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅱ 固定資産 １ 有形固定資産

(1) その他 
（訂正前） 
   92,928 (千円) 
（訂正後） 
   22,125 (千円) 
 
21. 8 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅱ 固定資産 ２ 無形固定資産 
  無形固定資産合計 
（訂正前） 
   1,544,069 (千円)  57.1 （％） 
（訂正後） 
   1,544,069 (千円) 56.8 （％） 
 
22. 8 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅱ 固定資産 固定資産合計 
（訂正前） 
   1,922,006 (千円)  71.0 （％） 
（訂正後） 
   1,922,006 (千円) 70.7 （％） 
 
23. 8 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 資産合計 
（訂正前） 
   2,795,985 (千円)   
（訂正後） 
   2,716,988 (千円)  
 
24. 9 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅰ 流動負債 ８ その他 
（訂正前） 
   229,284 (千円) 
（訂正後） 
   229,498 (千円) 
 
25. 9 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅰ 流動負債 流動負債合計 
（訂正前） 
   776,519 (千円)  28.7 （％） 
（訂正後） 
   776,733 (千円) 28.6 （％） 
 
26. 9 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅱ 固定負債 固定負債合計 
（訂正前） 
   112,740 (千円)  4.2 （％） 
（訂正後） 
   112,740 (千円) 4.1 （％） 
 
27. 9 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 負債合計 
（訂正前） 
   889,260 (千円)  32.9 （％） 
（訂正後） 
   889,474 (千円) 32.7 （％） 
 
28. 9 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅰ 株主資本 ３ 利益剰余金 
（訂正前） 
   △392,945 (千円)   
（訂正後） 
   △381,256 (千円)  
 
29. 9 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 Ⅰ 株主資本 株主資本合計 
（訂正前） 
   1,515,419 (千円)  56.0 （％） 
（訂正後） 
   1,527,108 (千円) 56.2 （％） 
 
30. 9 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 純資産合計 
（訂正前） 
   1,815,825 (千円)  67.1 （％） 
（訂正後） 
   1,827,513 (千円) 67.3 （％） 

  



31. 9 頁 ４ 中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表 当中間連結会計期間末 負債純資産合計 
（訂正前） 
   2,705,085 (千円)   
（訂正後） 
   2,716,988 (千円)  
 
32. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 Ⅱ 売上原価 
（訂正前） 
   299,743 (千円)  20.8 （％） 
（訂正後） 
   295,488 (千円) 20.5 （％） 
 
33. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 売上総利益 
（訂正前） 
   1,139,786 (千円)  79.2 （％） 
（訂正後） 
   1,144,041 (千円) 79.5 （％） 
 
34. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 Ⅲ 販売費及び一般管理費 
（訂正前） 
   1,153,243 (千円)  80.1 （％） 
（訂正後） 
   1,145,810 (千円) 79.6 （％） 
 
35. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 営業損失 
（訂正前） 
   13,457 (千円)  △0.9 （％） 
（訂正後） 
   1,769 (千円) △0.1 （％） 
 
36. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 Ⅳ 営業外収益 １受取利息 
（訂正前） 
   4,651 (千円) 
（訂正後） 
   3,906 (千円) 
 
37. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 Ⅳ 営業外収益 
（訂正前） 
   5,547 (千円) 
（訂正後） 
   4,802 (千円) 
 
38. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 Ⅴ 営業外費用 １支払利息 
（訂正前） 
   12,265 (千円) 
（訂正後） 
   11,520 (千円) 
 
39. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 Ⅴ 営業外費用 
（訂正前） 
   33,224 (千円) 
（訂正後） 
   32,478 (千円) 
 
40. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 経常損失 
（訂正前） 
   41,133 (千円)  △2.9 （％） 
（訂正後） 
   29,445 (千円) △2.1 （％） 
 
41. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 税金等調整前中間純損失 
（訂正前） 
   71,472 (千円)  △5.0 （％） 
（訂正後） 
   59,784 (千円) △4.2 （％） 
 
42. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 法人税、住民税及び事業税 
（訂正前） 
   28,831 (千円) 
（訂正後） 
   81,225 (千円) 
 
 
 

  



43. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 法人税等調整額 
（訂正前） 
   30,173 (千円) 
（訂正後） 
   △22,221 (千円) 
 
44. 10 頁 ４ 中間連結財務諸表 (2) 中間連結損益計算書 当中間連結会計期間 中間純損失 
（訂正前） 
   164,120 (千円)  △11.4 （％） 
（訂正後） 
   152,431 (千円) △10.6 （％） 
 
45. 11 頁 ４ 中間連結財務諸表 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 当中間連結会計期間 利益剰余金 
 中間純損失 及び 中間連結会計期間中の変動額合計 
（訂正前） 
   △164,120 (千円) 
（訂正後） 
   △152,431 (千円) 
 
46. 11 頁 ４ 中間連結財務諸表 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 当中間連結会計期間 利益剰余金 
 平成 19 年９月 30 日残高 
（訂正前） 
   △392,945 (千円) 
（訂正後） 
   △381,256 (千円) 
 
47. 11 頁 ４ 中間連結財務諸表 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 当中間連結会計期間 株主資本合計 
 中間純損失 
（訂正前） 
   △164,120 (千円) 
（訂正後） 
   △152,431 (千円) 
 
48. 11 頁 ４ 中間連結財務諸表 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 当中間連結会計期間 株主資本合計 
 中間連結会計期間中の変動額合計 
（訂正前） 
   △136,445 (千円) 
（訂正後） 
   △124,757 (千円) 
 
49. 11 頁 ４ 中間連結財務諸表 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 当中間連結会計期間 株主資本合計 
 平成 19 年９月 30 日残高 
（訂正前） 
   1,515,419 (千円) 
（訂正後） 
   1,527,108 (千円) 
 
50. 11 頁 ４ 中間連結財務諸表 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 当中間連結会計期間 純資産合計 
 中間純損失 
（訂正前） 
   △164,120 (千円) 
（訂正後） 
   △152,431 (千円) 
 
51. 11 頁 ４ 中間連結財務諸表 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 当中間連結会計期間 純資産合計 
 中間連結会計期間中の変動額合計 
（訂正前） 
   △65,018 (千円) 
（訂正後） 
   △53,329 (千円) 
 
52. 11 頁 ４ 中間連結財務諸表 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 当中間連結会計期間 純資産合計 
 平成 19 年９月 30 日残高 
（訂正前） 
   1,815,825 (千円) 
（訂正後） 
   1,827,513 (千円) 
 
53. 13 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅰ 営業活動によ

るキャッシュ・フロー １ 税金等調整前中間純損失（△） 
（訂正前） 
   △71,472 (千円) 
（訂正後） 
   △59,784 (千円) 

  



 
54. 13 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅰ 営業活動によ

るキャッシュ・フロー 10 受取利息及び受取配当金 
（訂正前） 
   △4,651 (千円) 
（訂正後） 
   △3,906 (千円) 
 
55. 13 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅰ 営業活動によ

るキャッシュ・フロー 11 支払利息 
（訂正前） 
   12,265 (千円) 
（訂正後） 
   11,520 (千円) 
 
56. 13 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅰ 営業活動によ

るキャッシュ・フロー 23 未払消費税等の増加額 
（訂正前） 
   8,120 (千円) 
（訂正後） 
   8,334 (千円) 
 
57. 13 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅰ 営業活動によ

るキャッシュ・フロー 25 その他 
（訂正前） 
   124,441 (千円) 
（訂正後） 
   112,539 (千円) 
 
58. 13 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅰ 営業活動によ

るキャッシュ・フロー 26 利息及び配当金の受取額 
（訂正前） 
   5,721 (千円) 
（訂正後） 
   4,976 (千円) 
 
59. 13 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅰ 営業活動によ

るキャッシュ・フロー 11 利息の支払額 
（訂正前） 
   △11,328 (千円) 
（訂正後） 
   △10,582 (千円) 
 
60. 14 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅱ 投資活動によ

るキャッシュ・フロー ２ 有形固定資産の売却による収入 
（訂正前） 
   4,653 (千円) 
（訂正後） 
   7,937 (千円) 
 
61. 14 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅱ 投資活動によ

るキャッシュ・フロー ３ 無形固定資産の取得による支出 
（訂正前） 
   △389,650 (千円) 
（訂正後） 
   △359,650 (千円) 
 
62. 14 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅱ 投資活動によ

るキャッシュ・フロー ３ 無形固定資産の売却による収入 
（訂正前） 
   33,283 (千円) 
（訂正後） 
   削除
 
63. 14 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅱ 投資活動によ

るキャッシュ・フロー ９ 保証金の支出 
（訂正前） 
   △4,206 (千円) 
（訂正後） 
   △16,934 (千円) 
 
 
 

  



64. 14 頁 ４ 中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 当中間連結会計期間 Ⅱ 投資活動によ
るキャッシュ・フロー ９ 保証金の回収 

（訂正前） 
   △12,727 (千円) 
（訂正後） 
   － (千円) 
 
65. 17頁 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 当中間連結会計期間 

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方法 ① 有形固定資産 
（訂正前） 
   定率法 
（訂正後） 
   定率法 一部の在外連結子会社は定額法 
 
66. 25頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (中間連結損益計算書関係) 当中間連結会計期間 ※１販売費及

び一般管理費のうち主なもの 役員報酬 
（訂正前） 
   102,109 (千円) 
（訂正後） 
   97,609 (千円) 
 
67. 25頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (中間連結損益計算書関係) 当中間連結会計期間 ※１販売費及

び一般管理費のうち主なもの 項目追加 
（訂正後） 
   支払手数料   83,564 (千円) 
   株式報酬費用  47,941 (千円) 
      賃借料        44,128 (千円) 
 
68. 25頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (中間連結損益計算書関係) 当中間連結会計期間 貸倒引当金繰

入額 
（訂正前） 
   52,142 (千円) 
（訂正後） 
   52 (千円) 
 
69. 25頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (中間連結損益計算書関係) 当中間連結会計期間 ※３記載追加 
（訂正後） 
   ※３ 固定資産売却損の内容 その他（車両運搬具） 279 千円 
 
70. 31頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (セグメント情報) ２ 所在地セグメント 当中間連結会計期間 

合計 売上高計 
（訂正前） 
   1,686,156 (千円) 
（訂正後） 
   1,686,155 (千円) 
 
71. 31頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (セグメント情報) ２ 所在地セグメント 当中間連結会計期間 

日本 営業費用 
（訂正前） 
   651,005 (千円) 
（訂正後） 
   639,317 (千円) 
 
72. 31頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (セグメント情報) ２ 所在地セグメント 当中間連結会計期間 

合計 営業費用 
（訂正前） 
   1,708,035 (千円) 
（訂正後） 
   1,696,349 (千円) 
 
73. 31頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (セグメント情報) ２ 所在地セグメント 当中間連結会計期間 

連結 営業費用 
（訂正前） 
   1,452,987 (千円) 
（訂正後） 
   1,441,299 (千円) 
 
74. 31頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (セグメント情報) ２ 所在地セグメント 当中間連結会計期間 

日本 営業損失（△） 
（訂正前） 
   △191,300 (千円) 
（訂正後） 
   △179,611 (千円) 
 

  



75. 31頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (セグメント情報) ２ 所在地セグメント 当中間連結会計期間 
合計 営業損失（△） 

（訂正前） 
   △21,882 (千円) 
（訂正後） 
   △10,193 (千円) 
 
76. 31頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (セグメント情報) ２ 所在地セグメント 当中間連結会計期間 

連結 営業損失（△） 
（訂正前） 
   △13,457 (千円) 
（訂正後） 
   △1,769 (千円) 
 
77. 36頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (１株当たり情報) 当中間連結会計期間 １株当たり純資産額 
（訂正前） 
   23,231 円 23 銭 
（訂正後） 
   23,411 円 45 銭
 
78. 36頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (１株当たり情報) 当中間連結会計期間 １株当たり中間純損失 
（訂正前） 
   2,538 円 77 銭 
（訂正後） 
   2,357 円 96 銭
 
79. 36頁 ４ 中間連結財務諸表 (7) 注記事項 (１株当たり情報) 当中間連結会計期間 １株当たり中間純損失

の算定上の基礎 中間連結損益計算書上の中間純損失 及び 普通株式に係る中間純損失 
（訂正前） 
   164,120 (千円) 
（訂正後） 
   152,431 (千円) 
 
80. 39頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 Ⅰ 流動資産 流動資産合計 
（訂正前） 
   450,800 (千円)  24.0 （％） 
（訂正後） 
   450,800 (千円) 24.2 （％） 
 
81. 39頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 Ⅱ 固定資産 １ 有形固定資産 有形固定

資産合計 
（訂正前） 
   49,590 (千円)  2.7 （％） 
（訂正後） 
   49,590 (千円) 2.6 （％） 
 
82. 39頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 Ⅱ 固定資産 ３ 投資その他の資産 (1)投

資有価証券 
（訂正前） 
   1,237,217 (千円) 
（訂正後） 
   1,226,942 (千円) 
 
83. 39頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 Ⅱ 固定資産 ３ 投資その他の資産 投資

その他の資産合計 
（訂正前） 
   1,269,035 (千円)  67.7 （％） 
（訂正後） 
   1,258,761 (千円)  67.5 （％） 
 
84. 39頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 Ⅱ 固定資産 固定資産合計 
（訂正前） 
   1,423,682 (千円)  76.0 （％） 
（訂正後） 
   1,413,407 (千円)  75.8 （％） 
 
85. 39頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 資産合計 
（訂正前） 
   1,874,483 (千円) 
（訂正後） 
   1,864,208 (千円) 
 
 
 

  



86. 40頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 Ⅰ 流動負債 流動負債合計 及び 負債合計 
（訂正前） 
   259,476 (千円)  13.8 （％） 
（訂正後） 
   259,476 (千円) 13.9 （％） 
 
87. 40頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 Ⅰ 株主資本 ３ 利益剰余金 (1) その他

利益剰余金 繰越利益剰余金 及び 利益剰余金合計 
（訂正前） 
   △412,506 (千円) 
（訂正後） 
   △422,781 (千円) 
 
88. 40頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 Ⅰ 株主資本 株主資本合計 
（訂正前） 
   1,495,858 (千円)  79.6 （％） 
（訂正後） 
   1,485,583 (千円)  79.7 （％） 
 
89. 40頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 純資産合計 
（訂正前） 
   1,615,006 (千円)  86.2 （％） 
（訂正後） 
   1,604,732 (千円)  86.1 （％） 
 
90. 40頁 ５ 中間財務諸表 (1) 中間貸借対照表 当中間会計期間末 負債純資産合計 
（訂正前） 
   1,874,483 (千円) 
（訂正後） 
   1,864,208 (千円) 
 
91. 41 頁 ５ 中間財務諸表 (2) 中間損益計算書 当中間会計期間 Ⅵ 特別損失 
（訂正前） 
   33,669 (千円)  9.4 （％） 
（訂正後） 
   43,943 (千円)  12.3 （％） 
 
92. 41 頁 ５ 中間財務諸表 (2) 中間損益計算書 当中間会計期間 税引前中間純損失 
（訂正前） 
   217,418 (千円)  △60.7 （％） 
（訂正後） 
   227,692 (千円)  △63.6 （％） 
 
93. 41 頁 ５ 中間財務諸表 (2) 中間損益計算書 当中間会計期間 中間純損失 
（訂正前） 
   217,893 (千円)  △60.8 （％） 
（訂正後） 
   228,167 (千円)  △63.7 （％） 
 
94. 42 頁 ５ 中間財務諸表 (3) 中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間 繰越利益剰余金 中間純損失 及

び 中間会計期間中の変動額合計 
（訂正前） 
   △217,893 (千円) 
（訂正後） 
   △228,167 (千円) 
 
95. 42 頁 ５ 中間財務諸表 (3) 中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間 繰越利益剰余金 
 平成 19 年 9 月 30 日残高 
（訂正前） 
   412,506 (千円) 
（訂正後） 
   △422,781 (千円) 
 
96. 42 頁 ５ 中間財務諸表 (3) 中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間 株主資本 株主資本合計 
 中間純損失 
（訂正前） 
   △217,893 (千円) 
（訂正後） 
   △228,167 (千円) 
 
 
 
 
 

  



97. 42 頁 ５ 中間財務諸表 (3) 中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間 株主資本 株主資本合計 
 中間会計期間中の変動額合計 
（訂正前） 
   △190,218 (千円) 
（訂正後） 
   △200,493 (千円) 
 
98. 42 頁 ５ 中間財務諸表 (3) 中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間 株主資本 株主資本合計 
 平成 19 年 9 月 30 日残高 
（訂正前） 
   1,495,858 (千円) 
（訂正後） 
   1,485,583 (千円) 
 
99. 42 頁 ５ 中間財務諸表 (3) 中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間 純資産合計 
 中間純損失 
（訂正前） 
   △217,893 (千円) 
（訂正後） 
   △228,167 (千円) 
 
100. 42 頁 ５ 中間財務諸表 (3) 中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間 純資産合計 
 中間会計期間中の変動額合計 
（訂正前） 
   △142,600 (千円) 
（訂正後） 
   △152,875 (千円) 
 
101. 42 頁 ５ 中間財務諸表 (3) 中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間 純資産合計 
 平成 19 年 9 月 30 日残高 
（訂正前） 
   1,615,006 (千円) 
（訂正後） 
   1,604,732 (千円) 
 
102. 50頁 ５ 中間財務諸表 (6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 (中間損益計算書関係)  当中間会計期間 

※５記載追加 
（訂正後） 
   関係会社株式評価損 10,274 千円 
 

以上 

  


