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平成 20 年 2 月 13 日 

 

各  位 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（訂正）平成19年12月期中間決算短信及び平成18年12月期決算短信（連結）の一

部訂正について 
 

 

  平成19年8月14日付で発表いたしました平成19年12月期中間決算短信及び平成18年12月期決算短

信（連結）の内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

 

 
記 
 
 
 

1． 訂正する決算短信 
 
平成19年12月期中間決算短信（平成19年8月14日付） 
平成18年12月期決算短信（連結）（平成19年2月19日付） 

 
 
2．訂正理由 
 
  平成19年12月期決算短信作成時に、注記事項（連結貸借対照表）の所有権が留保されている資
産の数値の検算を行なったところ、過年度の集計方法に誤謬が見つかりましたので、前掲1に関し
て数値の訂正を行ないます。 

  皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしました事を深くお詫び申し上げます。今後はこのようなミ
スを起こさないよう、万全のチェック体制を整える所存でございます。 

 
 
3．訂正内容 
   
   訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 
 

 

 

 

 

東京都武蔵野市境南町2-10-21 

株式会社小僧寿し本部 

代表取締役社長    千葉 久雄 

（ＪＡＳＤＡＱコード９９７３） 

問い合わせ先 

執行役員管理本部長  石原 博明 

電話番号  0422-39-0041 
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平成 19 年 12 月期中間決算短信 
訂正箇所：29 ページ 
注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 
（訂正前） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年12月31日） 

※１.有形固定資産の減価償却累計

額 

6,412,850千円 

※１.有形固定資産の減価償却累計

額 

5,592,883千円 

※１.有形固定資産の減価償却累計

額 

6,198,827千円 

※２.担保資産及び担保付債務 

（１）担保に供している資産 

建物及び構築物 141,704千円

土地  974,216 

 計   1,115,920 
 

※２.担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

建物及び構築物 92,907千円

土地  377,240 

 計  470,148 
 

※２.担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

建物及び構築物 128,525千円

土地 552,640 

 計 681,166 
 

（２）上記に対応する債務 （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 

短期借入金 170,000千円

長期借入金 662,600 

（一年内返済予定長期借入金

を含む） 

 計 832,600 
 

長期借入金 325,000千円

（一年内返済予定長期借入金

を含む） 
 

長期借入金 513,800千円

（一年内返済予定長期借入金

を含む） 
 

 なお、上記以外に有形固定資産の一

部については割賦払いの方法で購入

しているため、所有権が売主に留保さ

れております。 

なお、上記以外に有形固定資産の一

部については割賦払いの方法で購入

しているため、所有権が売主に留保さ

れております。 

 所有権が留保されている資産 所有権が留保されている資産 

 建物及び構築物 48,148千円

工具器具及び備品 524 

 計 48,672 
 

建物及び構築物 65,431千円

工具器具及び備品 1,040 

 計 66,472 
 

 （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 

 未払金 31,658千円

固定負債「その他」 17,596 

 計 49,254 
 

未払金 35,684千円

固定負債「その他」 31,639 

 計 67,323 
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（訂正後） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年12月31日） 

※１.有形固定資産の減価償却累計

額 

6,412,850千円 

※１.有形固定資産の減価償却累計

額 

5,592,883千円 

※１.有形固定資産の減価償却累計

額 

6,198,827千円 

※２.担保資産及び担保付債務 

（１）担保に供している資産 

建物及び構築物 141,704千円 

土地  974,216 

 計  1,115,920 
 

※２.担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

建物及び構築物 92,907千円

土地  377,240 

 計  470,148 
 

※２.担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

建物及び構築物 128,525千円

土地 552,640 

 計 681,166 
 

（２）上記に対応する債務 （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 

短期借入金 170,000千円

長期借入金 662,600 

（一年内返済予定長期借入金

を含む） 

 計 832,600 
 

長期借入金 325,000千円

（一年内返済予定長期借入金

を含む） 
 

長期借入金 513,800千円

（一年内返済予定長期借入金

を含む） 
 

 なお、上記以外に有形固定資産の一

部については割賦払いの方法で購入

しているため、所有権が売主に留保さ

れております。 

なお、上記以外に有形固定資産の一

部については割賦払いの方法で購入

しているため、所有権が売主に留保さ

れております。 

 所有権が留保されている資産 所有権が留保されている資産 

 建物及び構築物 97,298千円

工具器具及び備品 944 

 計 98,243 
 

建物及び構築物 102,537千円

工具器具及び備品 1,127 

 計 103,665 
 

 （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 

 未払金 31,658千円

固定負債「その他」  17,596 

 計   49,254 
 

未払金 35,684千円

固定負債「その他」  31,639 

 計   67,323 
 



－  － 
 
 

4

平成 18 年 12 月期決算短信（連結） 
訂正箇所：27 ページ 
注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

担保に供している資産 担保に供している資産 
 

建物及び構築物 137,834千円

土地 974,216 

計 1,112,05

0 
  

 
建物及び構築物 128,525千円

土地 552,640 

計 681,166 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 

長期借入金 513,800千円

（一年内返済予定長期借入金を含む） 
 

 
短期借入金 170,000千円

長期借入金 881,400 

（一年内返済予定長期借入金を含む） 

計 1,051,400 
  

なお、上記以外に有形固定資産の一部については

割賦払いの方法で購入しているため、所有権が売主

に留保されております。  

所有権が留保されている資産 
 

建物及び構築物 65,431千円

工具器具及び備品 1,040 

計 66,472 
 

 （上記に対応する債務） 
 

未払金 

35,684千円

固定負債「その他」 31,639 

計 67,323 
 

  



 5

（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年12月31日） 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

担保に供している資産 担保に供している資産 
 

建物及び構築物 137,834千円

土地 974,216 

計 1,112,05

0 
  

 
建物及び構築物 128,525千円

土地 552,640 

計 681,166 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
 

長期借入金 513,800千円

（一年内返済予定長期借入金を含む） 
 

 
短期借入金 170,000千円

長期借入金 881,400 

（一年内返済予定長期借入金を含む） 

計 1,051,400 
  

なお、上記以外に有形固定資産の一部については

割賦払いの方法で購入しているため、所有権が売主

に留保されております。  

所有権が留保されている資産 
 

建物及び構築物 102,537千円

工具器具及び備品 1,127 

計 103,665 
 

 （上記に対応する債務） 
 

未払金 35,684千円

固定負債「その他」 31,639 

計 67,323 
 

 
 
                                   以   上 

 


