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（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２日付で公表いたしました「平成 20 年３月期 中間決算短信」につきまして、

記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

【訂正箇所】 

（22 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  

（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) 

(貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準) 
 当中間連結会計期間より、
「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準」(企業
会計基準第５号 平成 17年 12
月９日)及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計
基準等の適用指針」(企業会計
基準適用指針第８号 平成 17
年 12 月９日)を適用しており
ます。 
 これまでの資本の部の合計
に相当する金額は、8,087,536
千円であります。 
 なお、当中間連結会計期間に
おける中間連結貸借対照表の
純資産の部については、中間連
結財務諸表規則の改正に伴い、
改正後の中間連結財務諸表規
則により作成しております。 

(有形固定資産の減価償却の方
法) 
 従来、有形固定資産の減価償
却方法は、定率法(ただし、平
成 10 年４月１日以降に取得し
た建物(建物附属設備は除く。)
は定額法)を採用しておりまし
たが、当中間連結会計期間よ
り、工場(製造・物流部門)に係
る有形固定資産については、定
額法を採用することに変更い
たしました。 
 この変更は、新工場の稼動を
契機に製造原価等の見直しを
行った結果、工場に係る有形固
定資産は将来に亘り長期的に
使用され、設備投資の効果が安
定的に発現するものと考えら
れることから、より合理的な費
用配分に基づく適正な期間損
益計算を行うために実施した
ものであります。 
 この結果、従来の方法によっ
た場合と比較して、減価償却費
は 36,263 千円減少し、売上総
利益は 13,456 千円増加し、営
業利益は 26,154 千円増加し、
経常利益及び税金等調整前中
間純利益はそれぞれ 36,263 千
円増加しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準) 
 当連結会計年度より、「貸借
対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準」(企業会計基
準第５号 平成 17 年 12 月９
日)及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」(企業会計基準
適用指針第８号 平成 17年 12
月９日)を適用しております。
 従来の資本の部の合計に相
当する金額は 8,181,281 千円
であります。 
 連結財務諸表規則の改正に
より、当連結会計年度における
連結財務諸表は、改正後の連結
財務諸表規則により作成して
おります。 

(企業結合に係る会計基準等) 
 当連結会計年度より、「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「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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（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) 

(貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準) 
 当中間連結会計期間より、
「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準」(企業
会計基準第５号 平成 17年 12
月９日)及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計
基準等の適用指針」(企業会計
基準適用指針第８号 平成 17
年 12 月９日)を適用しており
ます。 
 これまでの資本の部の合計
に相当する金額は、8,087,536
千円であります。 
 なお、当中間連結会計期間に
おける中間連結貸借対照表の
純資産の部については、中間連
結財務諸表規則の改正に伴い、
改正後の中間連結財務諸表規
則により作成しております。 

(有形固定資産の減価償却の方
法) 
 従来、有形固定資産の減価償
却方法は、定率法(ただし、平
成 10 年４月１日以降に取得し
た建物(建物附属設備は除く。)
は定額法)を採用しておりまし
たが、当中間連結会計期間よ
り、工場(製造・物流部門)に係
る有形固定資産については、定
額法を採用することに変更い
たしました。 
 この変更は、中期経営計画基
本方針の見直しを契機に、安定
的出店方針の下、製造原価等の
見直しを行った結果、工場に係
る有形固定資産は将来に亘り
長期的に使用され、設備投資の
効果が安定的に発現するもの
と考えられることから、より合
理的な費用配分に基づく適正
な期間損益計算を行うために
実施したものであります。 
 この結果、従来の方法によっ
た場合と比較して、減価償却費
は 36,263 千円減少し、売上総
利益は 13,456 千円増加し、営
業利益は 26,154 千円増加し、
経常利益及び税金等調整前中
間純利益はそれぞれ 36,263 千
円増加しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準) 
 当連結会計年度より、「貸借
対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準」(企業会計基
準第５号 平成 17 年 12 月９
日)及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」(企業会計基準
適用指針第８号 平成 17年 12
月９日)を適用しております。
 従来の資本の部の合計に相
当する金額は 8,181,281 千円
であります。 
 連結財務諸表規則の改正に
より、当連結会計年度における
連結財務諸表は、改正後の連結
財務諸表規則により作成して
おります。 

(企業結合に係る会計基準等) 
 当連結会計年度より、「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「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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５ 中間個別財務諸表 

（5）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) 

当中間会計期間より、「貸借
対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準」(企業会計基
準第５号 平成 17 年 12 月９
日)及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」(企業会計基準
適用指針第８号 平成 17年 12
月９日)を適用しております。 
これまでの資本の部の合計

に相当する金額は、8,529,577
千円であります。 
なお、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の
部については、中間財務諸表等
規則の改正に伴い、改正後の中
間財務諸表等規則により作成
しております。 

(有形固定資産の減価償却の方
法) 

従来、有形固定資産の減価償
却方法は、定率法(ただし、平
成 10 年４月１日以降に取得し
た建物(建物附属設備は除く。)
は定額法)を採用しておりまし
たが、当中間会計期間より、工
場(製造・物流部門)に係る有形
固定資産については、定額法を
採用することに変更いたしま
した。 
この変更は、新工場の稼動を

契機に製造原価等の見直しを
行った結果、工場に係る有形固
定資産は将来に亘り長期的に
使用され、設備投資の効果が安
定的に発現するものと考えら
れることから、より合理的な費
用配分に基づく適正な期間損
益計算を行うために実施した
ものであります。 
この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、減価償却費
は 36,263 千円減少し、売上総
利益は 13,456 千円増加し、営
業利益は 26,154 千円増加し、
経常利益及び税引前中間純利
益はそれぞれ 36,263 千円増加
しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準) 

当事業年度より、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関す
る会計基準」(企業会計基準第
５号 平成 17 年 12 月９日)及
び「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準等の適
用指針」(企業会計基準適用指
針第８号 平成 17 年 12 月９
日)を適用しております。 
従来の資本の部の合計に相

当する金額は 8,614,735 千円
であります。 
財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸
表は、改正後の財務諸表等規則
により作成しております。 

(企業結合に係る会計基準等) 
当事業年度より、「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「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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（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) 

当中間会計期間より、「貸借
対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準」(企業会計基
準第５号 平成 17 年 12 月９
日)及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」(企業会計基準
適用指針第８号 平成 17年 12
月９日)を適用しております。 
これまでの資本の部の合計

に相当する金額は、8,529,577
千円であります。 
なお、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の
部については、中間財務諸表等
規則の改正に伴い、改正後の中
間財務諸表等規則により作成
しております。 

(有形固定資産の減価償却の方
法) 

従来、有形固定資産の減価償
却方法は、定率法(ただし、平
成 10 年４月１日以降に取得し
た建物(建物附属設備は除く。)
は定額法)を採用しておりまし
たが、当中間会計期間より、工
場(製造・物流部門)に係る有形
固定資産については、定額法を
採用することに変更いたしま
した。 
この変更は、中期経営計画基

本方針の見直しを契機に、安定
的出店方針の下、製造原価等の
見直しを行った結果、工場に係
る有形固定資産は将来に亘り
長期的に使用され、設備投資の
効果が安定的に発現するもの
と考えられることから、より合
理的な費用配分に基づく適正
な期間損益計算を行うために
実施したものであります。 
この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、減価償却費
は 36,263 千円減少し、売上総
利益は 13,456 千円増加し、営
業利益は 26,154 千円増加し、
経常利益及び税引前中間純利
益はそれぞれ 36,263 千円増加
しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準) 

当事業年度より、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関す
る会計基準」(企業会計基準第
５号 平成 17 年 12 月９日)及
び「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準等の適
用指針」(企業会計基準適用指
針第８号 平成 17 年 12 月９
日)を適用しております。 
従来の資本の部の合計に相

当する金額は 8,614,735 千円
であります。 
財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸
表は、改正後の財務諸表等規則
により作成しております。 

(企業結合に係る会計基準等) 
当事業年度より、「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「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。 

 

 

以  上 


