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（訂正）「平成20年３月期　中間決算短信」に関する一部訂正のお知らせ
　

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」について、一部記載に誤りがあり

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。

　訂正箇所は下線を付して表示しております。

　

記

　

２　企業集団の状況

　

【９ページ】

　

＜訂正前＞

　当社グループは、親会社等１社（有限会社ワイ・リンク）、子会社２社（株式会社ピーアンドピー・インベ

ックス(*1)及び株式会社ピーアンドピーコンシューマーズ(*2)）、及び関連会社１社（株式会社インベック

ス・パートナーズ(*3)）により構成されており、アウトソーシング（セールス・プロセス・アウトソーシン

グ）事業及び人材派遣事業を主たる事業としております。

（事業系統図）

（省略）

(注)　*1: 連結子会社

　　　*2: 非連結子会社で持分法非適用会社

　　　*3: 関連会社で持分法非適用会社

※（省略）

　

＜訂正後＞

　当社グループは、親会社等１社（有限会社ワイ・リンク）、子会社３社（株式会社ピーアンドピー・インベ

ックス(*1)、株式会社ピーアンドピーコンシューマーズ(*2)、及び株式会社インベックス・パートナーズ

(*2)）により構成されており、アウトソーシング（セールス・プロセス・アウトソーシング）事業及び人材派

遣事業を主たる事業としております。

（事業系統図）

（省略）

(注)　*1: 連結子会社

　　　*2: 非連結子会社で持分法非適用会社

　　　*3: (削除)

※（省略）
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４　中間連結財務諸表

　

【13ページ】

　

(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)

＜訂正前＞

　
株主資本

純資産合計
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) 1,374,374 542,908 347,307 △241 2,264,348 2,264,348

中間連結会計期間中の変動額 　 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 △78,599 　 △78,599 △78,599

　中間純利益 　 　 185,582 　 185,582 185,582

　自己株式の消却 　 　 △14 14 ─ ─

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

─ ─ 106,968 14 124,923 124,923

平成19年９月30日残高(千円) 1,374,374 542,908 454,276 △226 2,371,332 2,371,332

　

＜訂正後＞

　
株主資本

純資産合計
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) 1,374,374 542,908 347,307 △241 2,264,348 2,264,348

中間連結会計期間中の変動額 　 　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 △78,599 　 △78,599 △78,599

　中間純利益 　 　 185,582 　 185,582 185,582

　自己株式の消却 　 　 △14 14 ─ ─

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

─ ─ 106,968 14 106,983 106,983

平成19年９月30日残高(千円) 1,374,374 542,908 454,276 △226 2,371,332 2,371,332
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【15～16ページ】

　

(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

＜訂正前＞

項目
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)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　１社

（省略）

(2) 非連結子会社の名称

 　㈱ピーアンドピーコンシューマーズ

（連結の範囲から除いた理由）

（省略）

２　持分法の適用に関する事項 　持分法適用会社はありません。非連結子会社㈱ピーアンド

ピーコンシューマーズ、及び関連会社㈱インベックス・パー

トナーズは、中間純損益及び利益剰余金から見て、持分法の

適用から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であ

ります。

３　連結子会社の中間決算日等に関する

事項

（省略）

４　会計処理に関する事項 　

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ①　有価証券

　関係会社株式（持分法を適用しない関係会社）

　　移動平均法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

（省略）

(3) 重要な引当金の計上基準 （省略）

(4) 重要なリース取引の処理方法 （省略）

(5) その他中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

（省略）

５　中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

（省略）
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＜訂正後＞

項目
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)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　１社

（省略）

(2) 主要な非連結子会社の名称

 　㈱ピーアンドピーコンシューマーズ

 　㈱インベックス・パートナーズ

（連結の範囲から除いた理由）

（省略）

２　持分法の適用に関する事項 　持分法適用会社はありません。非連結子会社２社は、中間

純損益及び利益剰余金から見て、持分法の適用から除いても

中間連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。

３　連結子会社の中間決算日等に関する

事項

（省略）

４　会計処理に関する事項 　

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ①　有価証券

　子会社株式

　　移動平均法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

（省略）

(3) 重要な引当金の計上基準 （省略）

(4) 重要なリース取引の処理方法 （省略）

(5) その他中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

（省略）

５　中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

（省略）

　

　

【16ページ】

　

(6) 追加情報

＜訂正前＞

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)

１．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

２．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

　

＜訂正後＞

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)

１．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

２．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

３．当中間連結会計期間より、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及

び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平

成18年12月22日）を適用しております。
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【22ページ】

　

(重要な後発事象)

＜訂正前＞

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)

　当社の連結子会社である株式会社ピーアンドピー・インベックスと、株式会社インベック

ス・パートナーズは、平成19年10月１日をもって合併いたしました。

(パーチェス法適用)

１．結合企業並びに被結合企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合

日、企業結合の法的方式、結合後企業の名称及び当社が所有する結合後企業の議決権比率

  (1) 結合企業（合併会社）の名称及び事業の内容

株式会社インベックス・パートナーズ　　棚卸代行サービス事業　　

  (2) 被結合企業（被合併会社）の名称及び事業の内容

株式会社ピーアンドピー・インベックス　　棚卸代行サービス事業　　

  (3) 企業結合を行った主な理由

（省略）

  (4) 企業結合日

（省略）

  (5) 企業結合の法的方式

（省略）

  (6) 結合後企業の名称

（省略）

  (7) 当社が所有する結合後企業の議決権比率

　92.0％

２．株式の種類別の合併比率及びその算定方法ならびに合併により発行する新株数

  (1) 株式の種類別の合併比率

　　普通株式　㈱ピーアンドピー・インベックス 1 : ㈱インベックス・パートナーズ　1.1　

  (2) 合併比率の算定方法

（省略）

  (3) 合併により発行する新株数

（省略）

３．実施した会計処理の概要

　当該合併に係る会計処理について、企業結合に係る会計基準（「企業結合に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成15年10月31日））及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正　平成18年12

月22日　企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施

しております。ただし、本資料発表日現在において、結合企業（合併会社）の決算が未了の

ため、取得原価、発生するのれん又は負ののれんの金額、並びに受け入れた資産及び引き受

けた負債の額の算定は行っておりません。
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＜訂正後＞

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)

　当社の連結子会社である株式会社ピーアンドピー・インベックスと、株式会社インベック

ス・パートナーズは、平成19年10月１日をもって合併いたしました。

(共通支配下の取引等)

１．結合企業並びに被結合企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合

日、企業結合の法的方式、結合後企業の名称及び当社が所有する結合後企業の議決権比率

  (1) 結合企業（合併会社）の名称及び事業の内容

株式会社インベックス・パートナーズ　　 アウトソーシング事業（棚卸代行サービス）　

　

  (2) 被結合企業（被合併会社）の名称及び事業の内容

株式会社ピーアンドピー・インベックス　 アウトソーシング事業（棚卸代行サービス）

  (3) 企業結合を行った主な理由

（省略）

  (4) 企業結合日

（省略）

  (5) 企業結合の法的方式

（省略）

  (6) 結合後企業の名称

（省略）

  (7) 当社が所有する結合後企業の議決権比率

　93.2％

２．株式の種類別の合併比率及びその算定方法ならびに合併により発行する新株数

  (1) 株式の種類別の合併比率

　　㈱ピーアンドピー・インベックス　1.1 : ㈱インベックス・パートナーズ　1

  (2) 合併比率の算定方法

（省略）

  (3) 合併により発行する新株数

（省略）

３．実施した会計処理の概要

　当該合併に係る会計処理について、「企業結合に係る会計基準」（「企業結合に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成15年10月31日））及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正　平成18

年12月22日　企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を

実施しております。ただし、本資料発表日現在において、結合企業（合併会社）の決算が未

了のため、取得原価、発生するのれん又は負ののれんの金額、並びに受け入れた資産及び引

き受けた負債の額の算定は行っておりません。
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５　中間財務諸表

　

【31ページ】

　
(6) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

＜訂正前＞

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)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

　関する会計基準）

（省略）

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

　関する会計基準）

（省略）

───────

　
(固定資産の減価償却方法の変更)

（省略）

───────
　

　　

＜訂正後＞

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)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

　関する会計基準）

（省略）

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

　関する会計基準）

（省略）

───────

　
(固定資産の減価償却方法の変更)

（省略）

───────
　

　 （企業結合に係る会計基準及び事業分

離等に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会　平

成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準第７

号　平成17年12月27日）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号　最終改正平成18年12月

22日）を適用しております。
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【32ページ】

　
(8) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

＜訂正前＞

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

　　　　 　　　88,525千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

　　　　 　　　56,877千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　 　99,777千円

※２　　　　（省略） ※２　　　　（省略） ※２　　　───────

　

＜訂正後＞

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

　　　　 　　　88,525千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

　　　　 　　　56,887千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　 　99,777千円

※２　　　　（省略） ※２　　　　（省略） ※２　　　───────

　

(中間損益計算書関係)

＜訂正前＞

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　　　　（省略） ※１　　　　（省略） ※１　　　　（省略）

※２　　　　（省略） ※２　　　　（省略） ※２　　　　（省略）

※３　　　　（省略） ※３　　　　（省略） ※３　　　　（省略）

※４　　　　（省略） ※４　　　　（省略） ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 1,895千円

過年度社会保険料 19,681千円

　５　　　　（省略）
　

　５　　　　（省略）
　

　５　　　　（省略）
　

　　

＜訂正後＞

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　　　　（省略） ※１　　　　（省略） ※１　　　　（省略）

※２　　　　（省略） ※２　　　　（省略） ※２　　　　（省略）

※３　　　　（省略） ※３　　　　（省略） ※３　　　　（省略）

※４　　　　（省略） ※４　　　　（省略） ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 1,895千円

過年度社会保険料 18,861千円

　５　　　　（省略）
　

　５　　　　（省略）
　

　５　　　　（省略）
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