
平成19年12月26日 
各     位 

 会 社 名 ： 株 式 会 社 C D G
 代 表 者 名 ： 代表取締役社長   藤井   勝典

 （JASDAQ コード番号  ： 2487）

 問 合 せ 先 ： 専務取締役管理部長  曽我部  憲昭

 電 話 番 号 ： （ 0 6 ） 6 2 8 2 - 0 6 6 2
 

（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13日に開示いたしました「平成20年3月期中間決算短信」の記載内容に一部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。 
訂正箇所は  を付して表示しております。 

 
記 

 

〔訂正理由〕 

今般の中間決算監査において、平成18年7月に取得いたしましたロングライフエージェンシー株式会社の株式につきまして、

従来投資有価証券に含めておりましたが、表示科目に誤りがあるとの指摘から関係会社株式に表示するなど、一部表示科目

を変更することとなりました。よって、既に発表しております開示内容について訂正するものであります。 
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４  中間連結財務諸表 

 (2)  中間連結損益計算書
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（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） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,126,289 100.0 3,824,957 100.0  6,823,407 100.0

Ⅱ 売上原価   2,249,275 71.9 2,764,098 72.3  4,948,822 72.5

売上総利益   877,013 28.1 1,060,858 27.7  1,874,584 27.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  746,643 23.9 811,808 21.2  1,530,115 22.5

営業利益   130,370 4.2 249,050 6.5  344,468 5.0

Ⅳ 営業外収益    

１  受取利息  253 2,293 1,183 

２  受取配当金  274 274 382 

３  負ののれん償却額  ― 2,484 ―

４  仕入割引  15,896 15,035 31,673 

５  雑収入  ― 4,162 ―

６  為替差益  710 1,751 1,212 

７  その他  4,968 22,103 0.7 12 26,015 0.7 6,834 41,286 0.6

Ⅴ 営業外費用    

１  支払利息  1,654 1,313 2,696 

２  上場準備費用  19,755 ― 19,925 

３  株式交付費  699 ― ― 

４  原状回復費  4,831 ― 9,208 

５  雑損失  ― 1,065 ―

６  その他  1,271 28,211 0.9 ― 2,378 0.1 6,596 38,426 0.5

経常利益   124,262 4.0 272,686 7.1  347,328 5.1

Ⅵ 特別利益    

１  固定資産売却益 ※２ ― ― 45 

２  保険解約返戻金  161 1,061 7,150 

３  貸倒引当金戻入益  624 785 0.0 448 1,510 0.1 757 7,954 0.1 

Ⅶ 特別損失    

１  投資有価証券評価損  1,426 ― 1,426 

２  保険解約損  353 1,780 0.1 ― ― ― 761 2,188 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  123,267 3.9 274,197 7.2  353,093 5.2

法人税、住民税及
び事業税 

 69,513 101,948 192,707 

法人税等調整額  △15,538 53,975 1.7 11,488 113,436 3.0 △42,359 150,347 2.2

中間（当期）純利益   69,292 2.2 160,761 4.2  202,746 3.0
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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） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,126,289 100.0 3,824,957 100.0  6,823,407 100.0

Ⅱ 売上原価   2,249,275 71.9 2,764,098 72.3  4,948,822 72.5

売上総利益   877,013 28.1 1,060,858 27.7  1,874,584 27.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  746,643 23.9 811,808 21.2  1,530,115 22.5

営業利益   130,370 4.2 249,050 6.5  344,468 5.0

Ⅳ 営業外収益    

１  受取利息  253 2,293 1,183 

２  受取配当金  274 274 382 

３  仕入割引  15,896 15,035 31,673 

４  為替差益  710 1,751 1,212 

５  その他  4,968 22,103 0.7 6,659 26,015 0.7 6,834 41,286 0.6

Ⅴ 営業外費用    

１  支払利息  1,654 1,313 2,696 

２  上場準備費用  19,755 ― 19,925 

３  株式交付費  699 ― ― 

４  原状回復費  4,831 ― 9,208 

５  その他  1,271 28,211 0.9 1,065 2,378 0.1 6,596 38,426 0.5

経常利益   124,262 4.0 272,686 7.1  347,328 5.1

Ⅵ 特別利益    

１  固定資産売却益 ※２ ― ― 45 

２  保険解約返戻金  161 1,061 7,150 

３  貸倒引当金戻入益  624 785 0.0 448 1,510 0.1 757 7,954 0.1

Ⅶ 特別損失    

１  投資有価証券評価損  1,426 ― 1,426 

２  保険解約損  353 1,780 0.1 ― ― ― 761 2,188 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  123,267 3.9 274,197 7.2  353,093 5.2

法人税、住民税及
び事業税 

 69,513 101,948 192,707 

法人税等調整額  △15,538 53,975 1.7 11,488 113,436 3.0 △42,359 150,347 2.2

中間（当期）純利益   69,292 2.2 161,761 4.2  202,746 3.0
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 (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 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 291,000 201,000 1,702,523 ― 2,194,523 13,895 13,895 2,208,418

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当（注）  △20,800 △20,800   △20,800

 中間純利益  160,761 160,761   160,761

 自己株式の取得  △71 △71   △71

 株主資本以外の項目の中間連結 
  会計期間中の変動額(純額) 

 △5,476 △5,476 △5,476

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― 139,961 △71 139,889 △5,476 △5,476 134,413

平成 19 年９月 30 日残高(千円) 291,000 201,000 1,842,484 △71 2,334,413 8,418 8,418 2,342,831

（注）  平成 19 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

（訂正後） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 291,000 201,000 1,702,523 ― 2,194,523 13,895 13,895 2,208,418

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当  △20,800 △20,800   △20,800

 中間純利益  160,761 160,761   160,761

 自己株式の取得  △71 △71   △71

 株主資本以外の項目の中間連結 
  会計期間中の変動額(純額) 

 △5,476 △5,476 △5,476

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― 139,961 △71 139,889 △5,476 △5,476 134,413

平成 19 年９月 30 日残高(千円) 291,000 201,000 1,842,484 △71 2,334,413 8,418 8,418 2,342,831

（注）  削除 
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(4)  中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 19 年３月 31 日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

   税金等調整前中間(当期)純利益  123,267 274,197 353,093

   減価償却費  10,902 11,780 23,940

   負ののれん償却額  △510 △2,484 △1,020

   無形固定資産償却費  7,703 7,749 19,413

   有形固定資産売却益  ― ― △45

   有形固定資産除却損  1,098 199 1,098

   投資有価証券評価損  1,426 ― 1,426

   退職給付引当金の増加額  4,601 2,425 13,277

   役員退職慰労引当金の増加額  2,000 1,420 8,900

   貸倒引当金の減少額  △624 △448 △757

   賞与引当金の増加額  500 9,250 5,050

   保険解約返戻金  △161 △1,061 △7,150

   保険解約損  353 9 761

   受取利息及び受取配当金  △527 △2,568 △1,566

   支払利息  1,654 1,313 2,696

   売上債権の減少額(△増加額)  162,194 △35,409 △65,491

   たな卸資産の減少額(△増加額)  △8,729 △56,430 2,656

   仕入債務の増加額(△減少額)  △174,355 △158,098 87,543

   未払消費税等の増加額(△減少額)  △2,942 △7,601 4,301

   その他流動資産の減少額  49,925 13,122 32,643

   その他流動負債の増加額(△減少額）  59,220 △20,561 14,892

   その他  ― △0 0

小計  237,000 36,800 495,664

   利息及び配当金の受取額  549 1,759 1,588

   利息の支払額  △1,451 △1,306 △2,482

   法人税等の支払額  △18,204 △158,784 △44,082

  営業活動によるキャッシュ・フロー  217,893 △121,530 450,688
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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) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 19 年３月 31 日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

   税金等調整前中間(当期)純利益  123,267 274,197 353,093

   減価償却費  10,902 11,780 23,940

   負ののれん償却額  △510 △2,484 △1,020

   無形固定資産償却費  7,703 7,749 19,413

   有形固定資産売却益  ― ― △45

   有形固定資産除却損  1,098 199 1,098

   投資有価証券評価損  1,426 ― 1,426

   退職給付引当金の増加額  4,601 2,425 13,277

   役員退職慰労引当金の増加額  2,000 1,420 8,900

   貸倒引当金の減少額  △624 △448 △757

   賞与引当金の増加額  500 9,250 5,050

   保険解約返戻金  △161 △1,061 △7,150

   保険解約損  353 ― 761

   受取利息及び受取配当金  △527 △2,568 △1,566

   支払利息  1,654 1,313 2,696

   売上債権の減少額(△増加額)  162,194 △35,409 △65,491

   たな卸資産の減少額(△増加額)  △8,729 △56,430 2,656

   仕入債務の増加額(△減少額)  △174,355 △158,098 87,543

   未払消費税等の増加額(△減少額)  △2,942 △7,601 4,301

   その他流動資産の減少額  49,925 13,122 32,643

   その他流動負債の増加額(△減少額）  59,220 △20,561 14,892

   その他  ― 9 0

小計  237,000 36,800 495,664

   利息及び配当金の受取額  549 1,759 1,588

   利息の支払額  △1,451 △1,306 △2,482

   法人税等の支払額  △18,204 △158,784 △44,082

  営業活動によるキャッシュ・フロー  217,893 △121,530 450,688
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(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 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 

 

同左 同左

 

（訂正後） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法を適用していない関

連会社数                １社

ロングライフエージェンシー

㈱は、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても中

間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。

同左 (1) 持分法を適用していない関

連会社数                １社

ロングライフエージェンシー

㈱は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連

結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。
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注記事項 

（有価証券関係） 

（訂正前） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 32,330 56,502 24,171 

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 32,330 56,502 24,171 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 6,273

 

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 32,942 47,115 14,172 

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 32,942 47,115 14,172 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 6,273
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前連結会計年度（平成19年３月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 32,025 56,027 24,001 

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 32,025 56,027 24,001 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 6,273

 

 

（訂正後） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 32,330 56,502 24,171 

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 32,330 56,502 24,171 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 2,273

(2）子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 4,000
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当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 32,942 47,115 14,172 

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 32,942 47,115 14,172 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 2,273

(2）子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 4,000

 

 

前連結会計年度（平成19年３月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 32,025 56,027 24,001 

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 32,025 56,027 24,001 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 2,273

(2）子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 4,000
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（36ページ） 

５  個別中間財務諸表 

(1)  中間貸借対照表 

（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） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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
（％）

３  投資その他の資産    

(1）投資有価証券  62,775 53,388 62,300

(2）関係会社株式  58,434 10,000 58,434

(3）繰延税金資産  73,678 85,194 78,515 

(4）保険積立金  51,682 49,728 48,449 

(5）敷金及び保証金  140,345 109,520 107,640 

(6）その他  18,848 22,768 18,279 

貸倒引当金  △6,500 △6,500 △6,500 

投資その他の資産
合計 

 399,264 324,100 367,120 

固定資産合計   516,854 15.8 453,975 12.6  476,538 12.9

資産合計   3,261,408 100.0 3,593,352 100.0  3,689,965 100.0

    

 

（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） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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
（％）

３  投資その他の資産    

(1）投資有価証券  58,775 49,388 58,300

(2）関係会社株式  62,434 14,000 62,434

(3）繰延税金資産  73,678 85,194 78,515 

(4）保険積立金  51,682 49,728 48,449 

(5）敷金及び保証金  140,345 109,520 107,640 

(6）その他  18,848 22,768 18,279 

貸倒引当金  △6,500 △6,500 △6,500 

投資その他の資産
合計 

 399,264 324,100 367,120 

固定資産合計   516,854 15.8 453,975 12.6  476,538 12.9

資産合計   3,261,408 100.0 3,593,352 100.0  3,689,965 100.0
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（40ページ） 
(3)  中間株主資本等変動計算書 

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) 

（訂正前） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

利益剰余金 
合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成19年３月31日残高(千円) 291,000 201,000 201,000 21,660 1,170,000 238,002 1,429,662 ― 1,921,662

中間会計期間中の変動額   

新株の発行   

 別途積立金の積立て（注）  200,000 △200,000 ― ―

  剰余金の配当（注）  △20,800 △20,800 △20,800

  中間純利益  189,957 189,957 189,957

   自己株式   △71 △71

  株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額) 

  

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― ― 200,000 △30,842 169,157 △71 169,086

平成19年９月30日残高(千円) 291,000 201,000 201,000 21,660 1,370,000 207,160 1,598,820 △71 2,090,749

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成19年３月31日残高(千円) 13,895 13,895 1,935,558

中間会計期間中の変動額  

   新株の発行  

  別途積立金の積立て（注）  ―

  剰余金の配当（注）  △20,800

  中間純利益  189,957

   自己株式  △71

  株主資本以外の項目の中間 
   会計期間中の変動額(純額) 

△5,476 △5,476 △5,476

中間会計期間中の変動額合計(千円) △5,476 △5,476 163,609

平成19年９月30日残高(千円) 8,418 8,418 2,099,168

（注）  平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（訂正後） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

利益剰余金 
合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成19年３月31日残高(千円) 291,000 201,000 201,000 21,660 1,170,000 238,002 1,429,662 ― 1,921,662

中間会計期間中の変動額   

 別途積立金の積立て  200,000 △200,000 ― ―

  剰余金の配当  △20,800 △20,800 △20,800

  中間純利益  189,957 189,957 189,957

   自己株式の取得   △71 △71

  株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額) 

  

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― ― 200,000 △30,842 169,157 △71 169,086

平成19年９月30日残高(千円) 291,000 201,000 201,000 21,660 1,370,000 207,160 1,598,820 △71 2,090,749

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成19年３月31日残高(千円) 13,895 13,895 1,935,558

中間会計期間中の変動額  

  別途積立金の積立て  ―

  剰余金の配当  △20,800

  中間純利益  189,957

   自己株式の取得  △71

  株主資本以外の項目の中間 
   会計期間中の変動額(純額) 

△5,476 △5,476 △5,476

中間会計期間中の変動額合計(千円) △5,476 △5,476 163,609

平成19年９月30日残高(千円) 8,418 8,418 2,099,168

（注）  削除 
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（42ページ） 
(4)  中間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 
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．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を

採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用し

ております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

制作支出金 

個別法による原価法を採用

しております 

(2）たな卸資産 

制作支出金 

同左 

(2）たな卸資産 

制作支出金 

同左 

 

（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） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用し

ております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

制作支出金 

個別法による原価法を採用

しております 

(2）たな卸資産 

制作支出金 

同左 

(2）たな卸資産 

制作支出金 

同左 
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（49ページ） 
注記事項 

（有価証券関係） 

（訂正前） 

        前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度いずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありませ

ん。 

 

（訂正後） 

        前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度いずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 
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