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各 位                                平成 20 年 3 月 18 日 

 

会社名 株式会社 ジョイフル 

代表者名 代表取締役社長     長尾 一德 

（コード番号 9942） 

問合せ先 代表取締役副社長 
兼管理本部長           井上 博基 

（TEL．０９７－５５１－７１３１） 
 
 

（訂正）平成 19年 12 月期 決算短信の一部訂正のお知らせ 
 
 平成 20年 2月 14日に発表いたしました平成 19年 12 月期決算短信につきまして一部に訂正があ

りましたので、下記のとおり訂正させていただきます。 

なお、訂正は、  を付けて表示しております。 
 

記 
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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】 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 (自 平成18年１月１日 (自 平成19年１月１日 

   至 平成18年12月31日)   至 平成19年12月31日) 

１．～３．（略） （略） （略） 

４．会計処理基準に関する事項   

 (1)有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 （略） （略） 

  時価のないもの  時価のないもの 

 

投資事業有限責任組合への出資

（証券取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）につい

ては、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。 

同左 

（以下省略） （以下省略） （以下省略） 
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【訂正後】 
 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 (自 平成18年１月１日 (自 平成19年１月１日 

   至 平成18年12月31日)   至 平成19年12月31日) 

１．～３．（略） （略） （略） 

４．会計処理基準に関する事項   

 (1)有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 （略） （略） 

  時価のないもの  時価のないもの 

 

投資事業有限責任組合への出

資（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）に

ついては、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法によ

っております。 

投資事業有限責任組合への出

資（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定

される決算報告日に応じて入手

可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。 

（以下省略） （以下省略） （以下省略） 
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表示方法の変更 
【訂正前】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 (自 平成19年１月１日 

  至 平成18年12月31日)   至 平成19年12月31日) 

────── （連結貸借対照表） 

 （略） 

────── （連結損益計算書） 

 （略） 

────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １ 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「受取協賛金」(当連結会計年度△72,881 千円)は、科

目の見直しを行った結果、「その他の流動負債の増加

額」に含めて表示しております。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 前連結会計年度において、「その他営業債務の増加

額」として掲記されていたものは、当連結会計年度か

ら「その他の流動負債の増加額」と表示しております。 
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【訂正後】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 (自 平成19年１月１日 

  至 平成18年12月31日)   至 平成19年12月31日) 

────── （連結貸借対照表） 

 （略） 

────── （連結損益計算書） 

 （略） 

────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １ 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「受取協賛金」(当連結会計年度△72,881 千円)は、科

目の見直しを行った結果、「その他の流動負債の増加

額（減少額）」に含めて表示しております。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 前連結会計年度において、「その他営業債務の増加

額」として掲記されていたものは、当連結会計年度か

ら「その他の流動負債の増加額（減少額）」と表示し

ております。 
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【訂正前】 
（１株当たり情報） 
（略） 
 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成18年１月１日 (自 平成19年１月１日 

   至 平成18年12月31日)   至 平成19年12月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 106,360 1,076,694 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 106,360 1,076,694 

 期中平均株式数（株） 29,411,077 29,410,476 

 

【訂正後】 
（１当たり情報） 
（略） 
 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成18年１月１日 (自 平成19年１月１日 

   至 平成18年12月31日)   至 平成19年12月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 106,360 1,077,196 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 106,360 1,077,196 

 期中平均株式数（株） 29,411,077 29,410,476 
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重要な会計方針 
【訂正前】 

 前事業年度 当事業年度 

項目 (自 平成18年１月１日 (自 平成19年１月１日 

   至 平成18年12月31日)   至 平成19年12月31日) 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 
子会社株式……（略） ────── 

 
その他有価証券 

 時価のあるもの……（略） 

その他有価証券 

 時価のあるもの……（略） 

 

 時価のないもの……投資事業有限責

任組合への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。 

 時価のないもの……同左 

（以下省略） （以下省略） （以下省略） 

 

【訂正後】 
 前事業年度 当事業年度 

項目 (自 平成18年１月１日 (自 平成19年１月１日 

   至 平成18年12月31日)   至 平成19年12月31日) 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 
子会社株式……（略） ────── 

 
その他有価証券 

 時価のあるもの……（略） 

その他有価証券 

 時価のあるもの……（略） 

 

 時価のないもの……投資事業有限責

任組合への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。 

 時価のないもの……投資事業有限責

任組合への出資（金融商品取引法

第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り

込む方法によっております。 

（以下省略） （以下省略） （以下省略） 

 

以上 


