
- 1 - 

(財)財務会計基準機構会員  
 

 
平成 19 年 12 月 21 日 

各  位 

会 社 名  株 式 会 社   妙   徳 
代表者の役職名 代表取締役社長 中 森 俊 雄 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6265） 

問い合わせ先 常 務 取 締 役 吉 田 清 輝 

電 話 番 号   （０３）３７５９－１４９１ 

 

（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８日に発表いたしました当社「平成 20 年３月期 中間決算短信」の記載内容につきまし

て、一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には、下線を付しております。 
 

記 
 
（９ページ） 

４．中間連結財務諸表等 
   中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 

 
【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) 

前連結会計年度の 
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)    

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 820,197 770,572 793,819 

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

※２ 264,349 309,076 246,741 

(3) 土地 ※２ 731,399 731,399 731,399 

(4) 建設仮勘定  29,203 35,638 ―  

(5) その他  85,524 106,069 99,568 

有形固定資産合計   1,930,674 1,952,756  1,871,528
   
 

【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) 

前連結会計年度の 
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)    

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 820,197 770,572 793,819 

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

※２ 264,349 309,076 246,741 

(3) 土地 ※２ 731,399 731,399 731,399 

(4) 建設仮勘定  29,203 35,638 23,399 

(5) その他  85,524 106,069 76,168 

有形固定資産合計   1,930,674 1,952,756  1,871,528
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（28 ページ） 

５．セグメント情報 

【訂正前】 

 (2) 所在地別セグメント情報 

 
 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) 

 
日本 

（千円） 

韓国 

(千円) 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益       
売上高       
(1) 外部顧客に対する売上高 1,299,387 161,320 48,316 1,509,024 ―  1,509,024

(2) セグメント間の内部売上高 115,554 2,142 2,880 120,578 (120,578) ― 

計 1,414,942 163,462 51,196 1,629,602 (120,578) 1,509,024

営業費用 553,938 26,033 14,285 594,256 3,473  597,730

営業利益 193,753 21,537 12,850 228,142 (6,504) 221,637

(注) １ 国又は地域は、国ごとに区分しております。 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

 

【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) 

 
日本 

（千円） 

韓国 

(千円) 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高       
(1) 外部顧客に対する売上高 1,299,387 161,320 48,316 1,509,024 ―  1,509,024

(2) セグメント間の内部売上高 115,554 2,142 2,880 120,578 (120,578) ― 

計 1,414,942 163,462 51,196 1,629,602 (120,578) 1,509,024

営業費用 1,221,188 145,221 39,621 1,406,031 (118,645) 1,287,386

営業利益 193,753 18,241 11,575 223,570 (1,932) 221,637

(注) １ 国又は地域は、国ごとに区分しております。 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３ 前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の売上高が全セグメントの売上高の合計に占め

る割合がいずれも10％未満であったため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、当中間

連結会計期間においては10％を超えることとなったため、「日本」・「韓国」・「その他」の区分による所在地別

セグメント情報の記載を行っております。 

４ 会計方針の変更 
「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３ (2) イに記載のとおり、当中間連結会計期間か

ら、当社は法人税法の改正に伴い、平成 19 年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 
 
（33 ページ） 

11．１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 287.71円

１株当たり中間純利益 13.50円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
13.45円

 

１株当たり純資産額 305.52円

１株当たり中間純利益 15.13円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
15.12円

 

１株当たり純資産額 294.97円

１株当たり当期純利益 24.33円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
24.24円
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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 287.71円

１株当たり中間純利益 13.50円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
13.45円

 

１株当たり純資産額 305.52円

１株当たり中間純利益 15.12円

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
15.12円

 

１株当たり純資産額 294.97円

１株当たり当期純利益 24.33円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
24.24円

 

 

 

（33 ページ） 

11．１株当たり情報 
（注）算定上の基礎 

２.  １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

【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)

中間連結損益計算書上の中
間（当期）純利益 

(千円) 108,233 121,248 194,979

普通株式に係る中間（当期）
純利益 

(千円) 108,233 121,248 194,979

普通株式の期中平均株式数 (千株) 8,015 8,015 8,015

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた普通株
式増加数の主要な内訳 

新株予約権 (千株) 30 4 28

普通株式増加数 (千株) 30 4 28

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後1株当たり中間（当期）純利益
の算定に含めなかった潜在株式の概
要 

― ― ―

 
【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)

中間連結損益計算書上の中
間（当期）純利益 

(千円) 108,233 121,248 194,979

普通株式に係る中間（当期）
純利益 

(千円) 108,233 121,248 194,979

普通株式の期中平均株式数 (千株) 8,015 8,016 8,015

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた普通株
式増加数の主要な内訳 

新株予約権 (千株) 30 4 28

普通株式増加数 (千株) 30 4 28

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後1株当たり中間（当期）純利益
の算定に含めなかった潜在株式の概
要 

― ― ―
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（１株当たり情報） 
（注）算定上の基礎 

２. １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

【訂正前】 

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)

中間損益計算書上の中間(当
期)純利益 

(千円) 301,927 119,758 377,342

普通株式に係る中間(当期)純
利益 

(千円) 301,927 119,758 377,342

普通株式の期中平均株式数 (千株) 8,015 8,015 8,015

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）
純利益の算定に用いられた普通株式増
加数の主要な内訳 

 

新株予約権 (千株) 30 4 28

普通株式増加数 (千株) 30 4 28

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間（当期）純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

― ― ―

 
【訂正後】 

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)

中間損益計算書上の中間(当
期)純利益 

(千円) 301,927 119,758 377,342

普通株式に係る中間(当期)純
利益 

(千円) 301,927 119,758 377,342

普通株式の期中平均株式数 (千株) 8,015 8,016 8,015

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）
純利益の算定に用いられた普通株式増
加数の主要な内訳 

 

新株予約権 (千株) 30 4 28

普通株式増加数 (千株) 30 4 28

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間（当期）純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

― ― ―

 
 

以 上 


