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（訂正）「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の一部訂正について 
 

平成 19 年 11 月 19 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の記載内容に一部訂正すべき事

項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正箇所 
 

【15 ページ】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 

【20 ページ】中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係)  
【21 ページ】 （中間連結貸借対照表関係） 
【22 ページ】 （中間連結損益計算書関係） 
【36 ページ】５．中間個別財務諸表 

(2) 中間損益計算書 

【42 ページ】中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

             (中間貸借対照表関係） 
【43 ページ】  （中間貸借対照表関係） 

【44 ページ】  （中間損益計算書関係） 
 
   

  訂正箇所は________線を付して表示しております。 
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【15 ページ】 

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 

 

（訂正前） 
 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    （自 平成 18 年４月１日

前中間連結会計期間 

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）

対前中間期比 

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） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー        

省  略 

販売権償却   25,002 25,002   50,005

省  略 

有形固定資産除却損   1,893 118   285,084

省  略 

その他   △139,894 95,463   △252,279

小計   △1,250,532 △766,718 483,814 △1,227,937

省  略 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  △1,338,307 △1,157,584 180,723 △1,458,410
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（訂正後） 
 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    （自 平成 18 年４月１日

前中間連結会計期間 

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）

対前中間期比 

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） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー        

省  略 

販売権償却   － 25,002   50,005

省  略 

有形固定資産除却損   － 118   285,084

省  略 

その他   △112,997 95,463   △252,279

小計   △1,250,532 △766,718 483,814 △1,227,937

省  略 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  △1,338,307 △1,157,584 180,723 △1,458,410
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【20 ページ】 
注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 
 
（訂正前） 
 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

省  略 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行８行（みずほ

銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・あおぞ

ら銀行・りそな銀行・三井住友銀

行・中央三井信託銀行・百五銀行・

群馬銀行）と貸出コミットメント契

約を締結するとともに、４行（三菱

東京ＵＦＪ銀行・りそな銀行・東京

都民銀行・住友信託銀行）と当座貸

越契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次の

とおりであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行（みずほ

銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・りそな

銀行・三井住友銀行・中央三井信託

銀行・百五銀行・群馬銀行）と貸出

コミットメント契約を締結すると

ともに、８行（みずほ銀行・三菱東

京ＵＦＪ銀行・あおぞら銀行・りそ

な銀行・東京都民銀行・住友信託銀

行・第三銀行・新生銀行）と当座貸

越契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次の

とおりであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行（みずほ

銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・三井住

友銀行・りそな銀行・中央三井信託

銀行・百五銀行・群馬銀行）と貸出

コミットメント契約を締結すると

ともに、６行（みずほ銀行・三菱東

京ＵＦＪ銀行・あおぞら銀行・りそ

な銀行・東京都民銀行・八千代銀行）

と当座貸越契約を締結しておりま

す。 

 当連結会計年度末における貸出コ

ミットメント契約及び当座貸越契約

に係る借入金残高は次のとおりであ

ります。 

省  略 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

5,900,000 千円 

借入実行残高 5,900,000 千円 

差引額 －千円  

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

9,100,000 千円

借入実行残高 6,828,239 千円

差引額 2,271,760 千円 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

7,450,000 千円

借入実行残高 5,612,788 千円

差引額 1,837,211 千円 
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（訂正後） 
 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

省  略 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行８行（みずほ

銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・あおぞ

ら銀行・りそな銀行・三井住友銀

行・中央三井信託銀行・百五銀行・

群馬銀行）と貸出コミットメント契

約を締結するとともに、４行（三菱

東京ＵＦＪ銀行・りそな銀行・東京

都民銀行・住友信託銀行）と当座貸

越契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次の

とおりであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行（みずほ

銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・りそな

銀行・三井住友銀行・中央三井信託

銀行・百五銀行・群馬銀行）と貸出

コミットメント契約を締結すると

ともに、８行（みずほ銀行・三菱東

京ＵＦＪ銀行・あおぞら銀行・りそ

な銀行・東京都民銀行・住友信託銀

行・第三銀行・新生銀行）と当座貸

越契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次の

とおりであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行（みずほ

銀行・三菱東京ＵＦＪ銀行・三井住

友銀行・りそな銀行・中央三井信託

銀行・百五銀行・群馬銀行）と貸出

コミットメント契約を締結すると

ともに、６行（みずほ銀行・三菱東

京ＵＦＪ銀行・あおぞら銀行・りそ

な銀行・東京都民銀行・八千代銀行）

と当座貸越契約を締結しておりま

す。 

 当連結会計年度末における貸出コ

ミットメント契約及び当座貸越契約

に係る借入金残高は次のとおりであ

ります。 

省  略 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

5,900,000 千円 

借入実行残高 5,900,000 千円 

差引額 －千円  

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

5,500,000 千円

借入実行残高 3,894,906 千円

差引額 1,605,093 千円 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

7,450,000 千円

借入実行残高 5,612,788 千円

差引額 1,837,211 千円 
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【21 ページ】 
注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 
 
（訂正前） 
 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

※３．財務制限条項 ※３．財務制限条項 ※３．財務制限条項 

省  略 

なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記

①から③までの合計は、4,400 百万

円を超えております。 

なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記

①から③までの合計は、3,433 百万

円を超えております。

なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記

①から③までの合計は、3,266 百万

円を超えております。 

省  略 

①純資産維持条項（4,400 百万円） 

連結貸借対照表及び中間連結貸借

対照表における純資産額が 7,199

百万円未満となった場合（4,400 百

万円）。 

貸借対照表及び中間貸借対照表に

おける純資産額が 6,392 百万円未

満となった場合（4,100 百万円）。 

①純資産維持条項（3,433 百万円）

連結貸借対照表及び中間連結貸借

対照表における純資産額が 

7,378 百万円未満となった場合

（2,933 百万円）。 

連結貸借対照表及び中間連結貸借

対照表における純資産額が 7,083

百万円未満となった場合（500 百万

円）。 

貸借対照表及び中間貸借対照表に

おける純資産額が 6,569 百万円未

満となった場合（2,933 百万円）。

貸借対照表及び中間貸借対照表に

おける純資産額が 6,401 百万円未

満となった場合（500 百万円）。

①純資産維持条項（3,266 百万円）

連結貸借対照表又は中間連結貸借

対照表における純資産額が 

7,199 百万円未満となった場合

（3,266 百万円）。 

貸借対照表又は中間貸借対照表に

おける純資産額が 6,392 百万円未

満となった場合（3,266 百万円）。

②利益維持条項（4,100 百万円） 

連結損益計算書の営業損益又は経

常損益が赤字になった場合（3,600

百万円）。 

連結損益計算書の経常損益が赤字

になった場合（500 百万円）。 

②利益維持条項（3,433 百万円） 

連結損益計算書の営業損益又は経

常損益が赤字になった場合（2,933

百万円）。 

連結損益計算書の経常損益が赤字

になった場合（500 百万円）。

②利益維持条項（3,266 百万円） 

連結損益計算書の営業損益及び経

常損益の累計が赤字になった場合

（3,266 百万円）。 

③ネットＤ／Ｅレシオ維持条項

（3,600 百万円） 

連結貸借対照表及び中間連結貸借

対照表における純負債資本比率が

1.2 倍超になった場合（3,600 百万

円）。 

③ネットＤ／Ｅレシオ維持条項

（2,933 百万円） 

連結貸借対照表及び中間連結貸借

対照表における純負債資本比率が

1.2 倍超になった場合（2,933 百万

円）。

③ネットＤ／Ｅレシオ維持条項

（3,266 百万円）  

連結貸借対照表又は中間連結貸借

対照表における純負債資本比率が

1.2 倍超になった場合（3,266 百万

円）。 

省  略 
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（訂正後） 
 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

※３．財務制限条項 ※３．財務制限条項 ※３．財務制限条項 

省  略 

なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記

①から③までの合計は、4,400 百万

円を超えております。 

 なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記

①から③までの合計は、3,266 百万

円を超えております。 

省  略 

①純資産維持条項（4,400 百万円） 

連結貸借対照表及び中間連結貸借

対照表における純資産額が 7,199

百万円未満となった場合（4,400 百

万円）。 

貸借対照表及び中間貸借対照表に

おける純資産額が 6,392 百万円未

満となった場合（4,100 百万円）。 

①純資産維持条項（3,433 百万円）

連結貸借対照表及び中間連結貸借

対照表における純資産額が 7,378

百万円未満となった場合。 

貸借対照表及び中間貸借対照表に

おける純資産額が 6,569 百万円未

満となった場合。

①純資産維持条項（3,266 百万円）

連結貸借対照表又は中間連結貸借

対照表における純資産額が 

7,199 百万円未満となった場合

（3,266 百万円）。 

貸借対照表又は中間貸借対照表に

おける純資産額が 6,392 百万円未

満となった場合（3,266 百万円）。

②利益維持条項（4,100 百万円） 

連結損益計算書の営業損益又は経

常損益が赤字になった場合（3,600

百万円）。 

連結損益計算書の経常損益が赤字

になった場合（500 百万円）。 

②利益維持条項（3,433 百万円） 

連結損益計算書の営業損益又は経

常損益が赤字になった場合。 

連結損益計算書の経常損益が赤字

になった場合。

②利益維持条項（3,266 百万円） 

連結損益計算書の営業損益及び経

常損益の累計が赤字になった場合

（3,266 百万円）。 

③ネットＤ／Ｅレシオ維持条項

（3,600 百万円） 

連結貸借対照表及び中間連結貸借

対照表における純負債資本比率が

1.2 倍超になった場合（3,600 百万

円）。 

③ネットＤ／Ｅレシオ維持条項

（2,933 百万円） 

連結貸借対照表及び中間連結貸借

対照表における純負債資本比率が

1.2 倍超になった場合。

③ネットＤ／Ｅレシオ維持条項

（3,266 百万円）  

連結貸借対照表又は中間連結貸借

対照表における純負債資本比率が

1.2 倍超になった場合（3,266 百万

円）。 

省  略 
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【22 ページ】 
（中間連結損益計算書関係） 
 
（訂正前） 
 

（中間連結損益計算書関係） 

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．販売費及び一般管理費のうち主

要なもの次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要なもの次のとおりであります。

※１.販売費及び一般管理費のうち主

要なもの次のとおりであります。

役員報酬 75,931 千円

給与手当 205,016 千円

旅費交通費 47,329 千円

支払手数料 77,551 千円

研究開発費 21,087 千円 

役員報酬 75,701 千円

給与手当 242,198 千円

旅費交通費 52,815 千円

支払手数料 94,841 千円

研究開発費 14,101 千円 

役員報酬 157,190 千円

給与手当 423,131 千円

旅費交通費 103,086 千円

支払手数料 178,237 千円

販売手数料 81,016 千円

研究開発費 133,483 千円 

省  略 
   

 

（訂正後） 
 

（中間連結損益計算書関係） 

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．販売費及び一般管理費のうち主

要なもの次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要なもの次のとおりであります。

※１.販売費及び一般管理費のうち主

要  なもの次のとおりであります。 

役員報酬 75,931 千円

給与手当 205,016 千円

旅費交通費 47,329 千円

支払手数料 77,551 千円

研究開発費 21,087 千円 

役員報酬 75,701 千円

給与手当 242,198 千円

旅費交通費 52,815 千円

支払手数料 94,841 千円

研究開発費 14,101 千円

製品保証引当金

繰入額

9,035 千円

 

役員報酬 157,190 千円

給与手当 423,131 千円

旅費交通費 103,086 千円

支払手数料 178,237 千円

販売手数料 81,016 千円

研究開発費 133,483 千円 

省  略 
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【36 ページ】 

５．中間個別財務諸表 

(2) 中間損益計算書 

 

（訂正前） 
 

(2) 中間損益計算書 

    

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）

対前中間期

比 

前事業年度の要約損益計算書

（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

（％）

増減 

（千円）
金額（千円） 

百分比

（％）

売上高     2,520,015 100.0  3,858,262 100.0 1,338,247   6,364,697 100.0

売上原価     2,006,256 79.6  3,142,407 81.5 1,136,151   4,908,260 77.1

売上総利益     513,758 20.4  715,854 18.6 202,096   1,456,437 22.9

販売費及び一般管理

費     399,404 15.9  503,553 13.1 104,149   911,759 14.3

営業利益     114,354 4.5  212,301 5.5 97,947   544,677 8.6

営業外収益 ※１   28,443 1.1  105,543 2.7 77,100   89,789 1.4

営業外費用 ※２   40,886 1.6  76,798 2.0 35,912   114,379 1.8

経常利益     101,910 4.0  241,046 6.2 139,136   520,086 8.2

特別利益 ※３   91,362 3.7  128,901 3.3 37,539   382,943 6.0

特別損失 ※４   2,897 0.1  530 0.0 △2,367   128,859 2.0

省  略 
               

 
（訂正後） 
 

(2) 中間損益計算書 

    

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）

対前中間期

比 

前事業年度の要約損益計算書

（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

（％）

増減 

（千円）
金額（千円） 

百分比

（％）

売上高     2,520,015 100.0  3,858,262 100.0 1,338,247   6,364,697 100.0

売上原価 ※２   2,006,256 79.6  3,142,407 81.5 1,136,151   4,908,260 77.1

売上総利益     513,758 20.4  715,854 18.6 202,096   1,456,437 22.9

販売費及び一般管理

費 
※３   399,404 15.9  503,553 13.1 104,149   911,759 14.3

営業利益     114,354 4.5  212,301 5.5 97,947   544,677 8.6

営業外収益 ※４   28,443 1.1  105,543 2.7 77,100   89,789 1.4

営業外費用 ※５   40,886 1.6  76,798 2.0 35,912   114,379 1.8

経常利益     101,910 4.0  241,046 6.2 139,136   520,086 8.2

特別利益 ※６   91,362 3.7  128,901 3.3 37,539   382,943 6.0

特別損失 
※７ 

※８
  2,897 0.1  530 0.0 △2,367   128,859 2.0

省  略 
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【42 ページ】 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（中間貸借対照表関係） 
 
（訂正前） 
 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

省  略 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行８行（み

ずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀

行・あおぞら銀行・りそな銀行・

三井住友銀行・中央三井信託銀

行・百五銀行・群馬銀行）と貸

出コミットメント契約を締結す

るとともに、４行（三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行・りそな銀行・東京都

民銀行・住友信託銀行）と当座

貸越契約を締結しております。 

 当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次

のとおりであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行（み

ずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀

行・りそな銀行・三井住友銀行・

中央三井信託銀行・百五銀行・

群馬銀行）と貸出コミットメン

ト契約を締結するとともに、８

行（みずほ銀行・三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行・あおぞら銀行・りそな

銀行・東京都民銀行・住友信託

銀行・第三銀行・新生銀行）と

当座貸越契約を締結しておりま

す。 

 当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次

のとおりであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行（み

ずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀

行・三井住友銀行・りそな銀行・

中央三井信託銀行・百五銀行・

群馬銀行）と貸出コミットメン

ト契約を締結するとともに、４

行（三菱東京ＵＦＪ銀行・あお

ぞら銀行・りそな銀行・東京都

民銀行）と当座貸越契約を締結

しております。 

 当事業年度末における当座貸

越契約及び貸出コミットメント

契約に係る借入金残高は次のと

おりであります。 

省  略 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

5,900,000 千円 

借入実行残高 5,900,000 千円 

差引額 －千円  

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

8,500,000 千円

借入実行残高 6,228,239 千円

差引額 2,271,760 千円 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

6,800,000 千円

借入実行残高 4,962,788 千円

差引額 1,837,211 千円 
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（訂正後） 
 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

省  略 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行８行（み

ずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀

行・あおぞら銀行・りそな銀行・

三井住友銀行・中央三井信託銀

行・百五銀行・群馬銀行）と貸

出コミットメント契約を締結す

るとともに、４行（三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行・りそな銀行・東京都

民銀行・住友信託銀行）と当座

貸越契約を締結しております。 

 当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次

のとおりであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行（み

ずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀

行・りそな銀行・三井住友銀行・

中央三井信託銀行・百五銀行・

群馬銀行）と貸出コミットメン

ト契約を締結するとともに、８

行（みずほ銀行・三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行・あおぞら銀行・りそな

銀行・東京都民銀行・住友信託

銀行・第三銀行・新生銀行）と

当座貸越契約を締結しておりま

す。 

 当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金残高は次

のとおりであります。 

※２．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行（み

ずほ銀行・三菱東京ＵＦＪ銀

行・三井住友銀行・りそな銀行・

中央三井信託銀行・百五銀行・

群馬銀行）と貸出コミットメン

ト契約を締結するとともに、４

行（三菱東京ＵＦＪ銀行・あお

ぞら銀行・りそな銀行・東京都

民銀行）と当座貸越契約を締結

しております。 

 当事業年度末における当座貸

越契約及び貸出コミットメント

契約に係る借入金残高は次のと

おりであります。 

省  略 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

5,900,000 千円 

借入実行残高 5,900,000 千円 

差引額 －千円  

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

4,900,000 千円

借入実行残高 3,294,906 千円

差引額 1,605,093 千円 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

6,800,000 千円

借入実行残高 4,962,788 千円

差引額 1,837,211 千円 
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【43 ページ】 
（中間貸借対照表関係） 
 
（訂正前） 
 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

省  略 

※３．財務制限条項 

 借入金のうち 4,400 百万円には、

以下の財務制限条項が付されてお

り、抵触した場合には、当該債権者

に対し借入金を一括返済すること

になっております（カッコ内は、対

象金額。）。 

 なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記①

から②までの合計は、4,400 百万円

を超えております。 

※３．財務制限条項 

 借入金のうち 3,433 百万円には、

以下の財務制限条項が付されてお

り、抵触した場合には、当該債権者

に対し借入金を一括返済すること

になっております（カッコ内は、対

象金額。）。 

 なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記①

から②までの合計は、3,433 百万円

を超えております。

※３．財務制限条項 

 借入金のうち 3,266 百万円には、

以下の財務制限条項が付されてお

り、抵触した場合には、当該債権者

に対し借入金を一括返済すること

になっております（カッコ内は、対

象金額。）。 

 なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記①

から②までの合計は、3,266 百万円

を超えております。 

省  略 
   

 
（訂正後） 
 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

当中間会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

省  略 

※３．財務制限条項 

 借入金のうち 4,400 百万円には、

以下の財務制限条項が付されてお

り、抵触した場合には、当該債権者

に対し借入金を一括返済すること

になっております（カッコ内は、対

象金額。）。 

 なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記①

から②までの合計は、4,400 百万円

を超えております。 

※３．財務制限条項 

 借入金のうち 3,433 百万円には、

以下の財務制限条項が付されてお

り、抵触した場合には、当該債権者

に対し借入金を一括返済すること

になっております（カッコ内は、対

象金額。）。 

 なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記①

の合計は、3,433 百万円を超えてお

ります。

※３．財務制限条項 

 借入金のうち 3,266 百万円には、

以下の財務制限条項が付されてお

り、抵触した場合には、当該債権者

に対し借入金を一括返済すること

になっております（カッコ内は、対

象金額。）。 

 なお、複数の返済期限条項が付さ

れている借入金であるため、下記①

から②までの合計は、3,266 百万円

を超えております。 

省  略 
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【44 ページ】 
（中間損益計算書関係） 
 
（訂正前） 
 

（中間損益計算書関係） 

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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息割引料 7,435 千円

収入事務費 16,003 千円

為替差益 3,852 千円 

受取利息割引料 88,598 千円

収入事務費 12,173 千円 

受取利息及び配 

当金

44,716 千円

収入事務費 32,007 千円

為替差益 11,270 千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 37,384 千円 支払利息 50,598 千円

為替差損 18,005 千円 

支払利息 97,884 千円 

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売 

却益 
91,362 千円

 

投資有価証券売

却益 
128,901 千円

 

 ─────

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

レイアウト変更 

工事費用 
2,897 千円

 

レイアウト変更

工事費用 
530 千円

 

固定資産除却損 120,738 千円 

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 14,342 千円 

無形固定資産 150,310 千円  

有形固定資産 17,798 千円

無形固定資産 236,807 千円 

有形固定資産 32,840 千円

無形固定資産 330,923 千円 
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（訂正後） 
 

（中間損益計算書関係） 

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．関係会社との取引

  関係会社より 

の受取利息 15,315 千円

関係会社より 

の収入事務費 32,007 千円 

 ─────  ───── ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおり

であります。

  

 

資産への振替

高 36,811 千円

 

原価経費への

振替高 7,615 千円

その他 科目

振替高 421 千円

計 44,848 千円 

 ─────  ───── ※３．一般管理費に含まれる研究開発費

の総額。

   119,698 千円 

※４．営業外収益のうち主要なもの ※４．営業外収益のうち主要なもの  ─────

受取利息割引料 7,435 千円

収入事務費 16,003 千円

為替差益 3,852 千円 

受取利息割引料 88,598 千円

収入事務費 12,173 千円 

 

※５．営業外費用のうち主要なもの ※５．営業外費用のうち主要なもの  ─────

支払利息 37,384 千円 支払利息 50,598 千円

為替差損 18,005 千円 

 

※６．特別利益のうち主要なもの ※６．特別利益のうち主要なもの  ─────

投資有価証券売 

却益 
91,362 千円

 

投資有価証券売

却益 
128,901 千円

 

 

※７．特別損失のうち主要なもの ※７．特別損失のうち主要なもの  ─────

レイアウト変更 

工事費用 
2,897 千円

 

レイアウト変更

工事費用 
530 千円

 

 

 ─────  ───── ※８．固定資産除却損の内容

  

 

ソフトウェア

38,390 千円

ソフトウェア 

仮勘定 82,347 千円

合計 120,738 千円 

９．減価償却実施額 ９．減価償却実施額  ─────

有形固定資産 14,342 千円 

無形固定資産 150,310 千円  

有形固定資産 17,798 千円

無形固定資産 277,772 千円 

 

 
以  上 


