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（訂正）過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 

当社が過去に発表いたしました過年度決算短信等につきまして、一部記載に誤りがございましたので、

下記のとおり訂正させていただきます。なお、平成20年４月11日付で、有価証券報告書及び半期報告書

の訂正報告書を関東財務局へ提出しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由及び訂正による影響 

内部統制機能強化を目的とした組織体制整備の一環として、当社が過去に発表いたしました各種資料

につきまして、あらためてその内容を精査いたしましたところ、過年度決算短信等の一部に訂正すべき

箇所があることが判明したためであります。なお、本件訂正に伴う過年度業績への変更はございません。 

 

２．訂正対象となる決算短信等 

(1) 平成18年３月期 決算短信（連結） （平成18年５月25日発表分） 

(2) 平成19年３月期 第１四半期財務・業績の概況(連結) （平成18年８月15日発表分） 

  中間決算短信（連結）    （平成18年11月24日発表分）

  第３四半期財務・業績の概況(連結) （平成19年２月14日発表分） 

  決算短信（連結）   （平成19年５月24日発表分） 

(3) 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 （平成19年８月10日発表分） 

  中間決算短信 （平成19年11月22日発表分）

  第３四半期財務・業績の概況 （平成20年２月14日発表分） 

 

３．訂正箇所 

  訂正内容は別紙のとおりであり、訂正箇所には＿＿＿＿線を付して表示しております。 

 

以上 



（別紙） 

 

 

平成18年３月期 決算短信（連結） （平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 

５．連結財務諸表等 

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 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   
   
   

４．会計処理基準に関する事項 (8)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   

 ③投資事業組合等への出資に係る会計処理 

  営業投資目的による投資事業組合等への出資に係る会計処理は、組合の事業年度

の財務諸表、中間財務諸表及び四半期財務諸表に基づいて、組合の純資産及び収

益・費用を当社及び連結子会社の出資持分割合に応じて、営業投資有価証券（流動

資産）及び収益・費用として計上しております。 

   
   
   

 

（訂正後） 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   
   
   

４．会計処理基準に関する事項 (8)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   

 ③投資事業組合等への出資に係る会計処理 

  営業投資目的による投資事業組合等への出資に係る会計処理は、組合の事業年度

の財務諸表及び中間財務諸表に基づいて、組合の純資産及び収益・費用を当社及び

連結子会社の出資持分割合に応じて、営業投資有価証券（流動資産）及び収益・費

用として計上しております。 

   
   
   

 

 

 

 

 



平成19年３月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） （平成18年４月１日～平成18年６月30日） 

 

４．四半期連結財務諸表等 

四半期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 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６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） 

    
    
    

４．会計処理基準に関する事項    

    
 (7)その他四半期連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 
(7)その他四半期連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

(7)その他四半期連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

    
 ③投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

③投資事業組合等への出資に係る会計

処理 
③投資事業組合等への出資に係る会

計処理 

 － 営業投資目的による投資事業組合

等への出資に係る会計処理は、組合の

事業年度の財務諸表、中間財務諸表及

び四半期財務諸表に基づいて、組合の

純資産及び収益・費用を当社及び連結

子会社の出資持分割合に応じて、営業

投資有価証券（流動資産）及び収益・

費用として計上しております。 

同左 

    
    
    
    
    

（訂正後） 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６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） 

    
    
    

４．会計処理基準に関する事項    

    
 (7)その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 
(7)その他連結財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 

(7)その他連結財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 

    
 ③投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

③投資事業組合等への出資に係る会計

処理 
③投資事業組合等への出資に係る会

計処理 

 － 営業投資目的による投資事業組合

等への出資に係る会計処理は、組合の

事業年度の財務諸表及び中間財務諸

表に基づいて、組合の純資産及び収

益・費用を当社及び連結子会社の出資

持分割合に応じて、営業投資有価証券

（流動資産）及び収益・費用として計

上しております。 

同左 

    
    
    
    
    

 



平成19年３月期 中間決算短信（連結） （平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

 

５．中間連結財務諸表等 

   注記事項 

（企業結合におけるパーチェス法適用関係） 

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） 

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

（訂正前） 

流動資産 1,392,128千円

固定資産 13,557千円

資産計 1,405,686千円

流動負債 1,027,501千円

固定負債 155,358千円

負債計 1,182,859千円

（訂正後） 

流動資産 1,392,128千円

固定資産 40,470千円

資産計 1,432,599千円

流動負債 1,027,501千円

固定負債 155,358千円

負債計 1,182,859千円

 

６．生産、受注及び販売の状況 

 前略 

（訂正前） 

 (2）受注状況 

 当中間連結会計期間の受注状況をセグメント別に示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

パソコン関連事業 23,243,433 171.7 183,010 86.0 

メディア事業 1,041,328 － － －

サービスサポート事業 843,897 － 103,418 － 

合計 25,128,658 185.6 286,428 134.6 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績をセグメント別に示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

パソコン関連事業 23,320,947 172.4 

メディア事業 1,041,328 － 

サービスサポート事業 868,616 － 

合計 25,230,891 186.5

 （注） １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 



３ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

に対する割合は次のとおりであります。 

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） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社エディオン 1,533,265 11.3 － － 

アロシステム株式会社 － － 3,879,621 15.3

 

（訂正後） 

 (2）受注状況 

 当中間連結会計期間の受注状況をセグメント別に示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

パソコン関連事業 5,382,390 39.8 183,010 86.0 

サービスサポート事業 843,897 － 103,418 － 

合計 6,226,287 46.0 286,428 134.6 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績をセグメント別に示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

パソコン関連事業 23,320,947 172.4 

メディア事業 1,041,328 － 

サービスサポート事業 868,616 － 

その他事業 1,770,098 －

合計 27,000,989 199.6

 （注）  １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。 

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） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社エディオン 1,533,265 11.3 － － 

アロシステム株式会社 － － 3,879,621 14.4

 

 



７．個別中間財務諸表等 

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法    

    

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2)デリバティブ 

 時価法を採用しております。 同左 同左

    
    
    
    
    

 

（訂正後） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法    

    
 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2)デリバティブ 

 時価法を採用しております。 － 時価法を採用しております。

    
    
    

 

平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） （平成18年４月１日～平成18年12月31日） 

 

４．四半期連結財務諸表等 

四半期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 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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） 

    
    

４．会計処理基準に関する事項    

    
 (8)その他四半期連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 
(8)その他四半期連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

(8)その他四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項 

    
 ③投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

③投資事業組合等への出資に係る会計

処理 
③投資事業組合等への出資に係る会

計処理 

  営業投資目的による投資事業組合等

への出資に係る会計処理は、組合の事業

年度の財務諸表、中間財務諸表及び四半

期財務諸表に基づいて、組合の純資産及

び収益・費用を当社及び連結子会社の出

資持分割合に応じて、営業投資有価証券

（流動資産）及び収益・費用として計上

しております。 

同左 同左 

    
    
    
    
    



 

（訂正後） 

項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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） 

    
    

４．会計処理基準に関する事項    

    
 (8)その他四半期連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 
(8)その他四半期連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

(8)その他四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項 

    
 ③投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

③投資事業組合等への出資に係る会計

処理 
③投資事業組合等への出資に係る会

計処理 

  営業投資目的による投資事業組合等

への出資に係る会計処理は、組合の事業

年度の財務諸表、中間財務諸表及び四半

期財務諸表に基づいて、組合の純資産及

び収益・費用を当社及び連結子会社の出

資持分割合に応じて、営業投資有価証券

（流動資産）及び収益・費用として計上

しております。 

営業投資目的による投資事業組合

等への出資に係る会計処理は、組合の

事業年度の財務諸表及び中間財務諸

表に基づいて、組合の純資産及び収

益・費用を当社及び連結子会社の出資

持分割合に応じて、営業投資有価証券

（流動資産）及び収益・費用として計

上しております。 

同左 

    
    
    
    
    

 

５．四半期財務諸表 

四半期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 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

(2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

 時価法を採用しております。 同左 同左

    
    
    
    
    

 

(訂正後) 

項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

(2)デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

 時価法を採用しております。 －    時価法を採用しております。

    
    
    
    
    

 



平成19年３月期 決算短信（連結） （平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 

４．連結財務諸表 

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 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

   
   
   

４．会計処理基準に関する事項   

   
 (8)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項 
(8)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項 
   

 ③ 投資事業組合等への出資に係る会計処理 ③ 投資事業組合等への出資に係る会計処理 

  営業投資目的による投資事業組合等への出資

に係る会計処理は、組合の事業年度の財務諸表、

中間財務諸表及び四半期財務諸表に基づいて、組

合の純資産及び収益・費用を当社及び連結子会社

の出資持分割合に応じて、営業投資有価証券（流

動資産）及び収益・費用として計上しております。

同左 

   
   

   
   
   

（訂正後） 

項目 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

  至 平成19年３月31日） 

   
   
   

４．会計処理基準に関する事項   

   
 (8)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項 
(8)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項 
   

 ③ 投資事業組合等への出資に係る会計処理 ③ 投資事業組合等への出資に係る会計処理 

  営業投資目的による投資事業組合等への出資

に係る会計処理は、組合の事業年度の財務諸表及

び中間財務諸表に基づいて、組合の純資産及び収

益・費用を当社及び連結子会社の出資持分割合に

応じて、営業投資有価証券（流動資産）及び収益・

費用として計上しております。 

同左 

   
   

   
   
   

 

 



注記事項 

（有価証券関係） 

当連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（訂正前） 

投資有価証券 

略 

（注）１．複合金融商品に係る評価差額（606千円）が含まれております。 

２．当連結会計年度において、有価証券について2,604千円（その他有価証券で時価のある株式1,068千円）減損処理

をおこなっております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

 

（訂正後） 

投資有価証券 

略 

（注）１．複合金融商品に係る評価差額（606千円）が含まれております。 

２．当連結会計年度において、有価証券について2,604千円（その他有価証券で時価のある株式2,604千円）減損処理

をおこなっております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

 

 

（セグメント情報） 

a. 事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

（訂正前） 

 
パソコン 
関連事業 
（千円） 

メディア 
事業 

（千円） 

その他の 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去 
又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

   
   
   

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

  

資産 30,278,228 5,163,355 1,021,842 36,463,425 △1,808,432 34,654,993

減価償却費 72,102 6,509 39,346 117,958 － 117,958

資本的支出 58,381 11,704 189,757 259,843 － 259,843

（注） 略 

 



（訂正後） 

 
パソコン 
関連事業 
（千円） 

メディア 
事業 

（千円） 

その他の 
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去 
又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

   
   
   

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

  

資産 30,278,228 5,163,355 1,021,842 36,463,425 △1,808,432 34,654,993

減価償却費 71,008 6,509 39,346 116,865 － 116,865

資本的支出 58,381 11,704 189,757 259,843 － 259,843

（注） 略 

 

５．個別財務諸表 

重要な会計方針 

（訂正前）  

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   
   
   

２．デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

 時価法を採用しております。 同左

   
   
     

 

（訂正後）  

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   
   
   

２．デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

 時価法を採用しております。 －

   
   
     

 

 



平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） （平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

 

５．四半期連結財務諸表等 

四半期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 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６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） 

    
    

４．会計処理基準に関する事項    

    
 (8)その他四半期連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 
(8)その他四半期連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

(8)その他四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項 

    
 ②投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

②投資事業組合等への出資に係る会計

処理 
②投資事業組合等への出資に係る会

計処理 

  営業投資目的による投資事業組合等

への出資に係る会計処理は、組合の事業

年度の財務諸表、中間財務諸表及び四半

期財務諸表に基づいて、組合の純資産及

び収益・費用を当社及び連結子会社の出

資持分割合に応じて、営業投資有価証券

（流動資産）及び収益・費用として計上

しております。 

同左 同左 

    
    
    
    
    

 

（訂正後） 

項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６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） 

    
    

４．会計処理基準に関する事項    

    
 (8)その他四半期連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 
(8)その他四半期連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

(8)その他四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項 

    
 ②投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

②投資事業組合等への出資に係る会計

処理 
②投資事業組合等への出資に係る会

計処理 

 営業投資目的による投資事業組合等

への出資に係る会計処理は、組合の事業

年度の財務諸表及び中間財務諸表に基

づいて、組合の純資産及び収益・費用を

当社及び連結子会社の出資持分割合に

応じて、営業投資有価証券（流動資産）

及び収益・費用として計上しておりま

す。 

同左 同左 

    
    
    
    
    

 

 



注記事項 

（有価証券関係） 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（訂正前） 

投資有価証券 

略 

（注） １．複合金融商品に係る評価差額（606千円）が含まれております。 

２．当連結会計年度において、有価証券について2,604千円（その他有価証券で時価のある株式1,068千円）減損処理

をおこなっております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

 

（訂正後） 

投資有価証券 

略 

（注） １．複合金融商品に係る評価差額（606千円）が含まれております。 

２．当連結会計年度において、有価証券について2,604千円（その他有価証券で時価のある株式2,604千円）減損処理

をおこなっております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

 

 

（重要な後発事象） 

(訂正前) 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６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） 

――――― ――――― （アロシステム株式会社の簡易株式交換による完全子

会社化） 

   

  ２．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  
 

(1)被取得企業の取得

原価 
2,681,562千円

(2)取得原価の内訳 

  株式取得費用 2,678,062千円

株式取得に直接

要した支出額 
3,500千円

   

   

 



(訂正後) 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６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） 

――――― 

 

――――― （アロシステム株式会社の簡易株式交換による完全子

会社化） 

   

  ２．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  
 

(1)被取得企業の取得

原価 
2,756,750千円

(2)取得原価の内訳 

株式取得費用 2,753,250千円

株式取得に直接要
した支出額 

3,500千円

   

     
 

６．四半期個別財務諸表 

四半期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 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６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 

  

    
 (2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

  時価法を採用しております。 同左 同左

    
    
    
    
    

 

（訂正後） 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６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 

  

    
 (2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

 時価法を採用しております。 － －

    
    
    
    
    

 

 



平成20年３月期 中間決算短信（連結） （平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 

４．中間連結財務諸表 

注記事項 

（重要な後発事象） 

（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） 

省略 

 

――――― （アロシステム株式会社の簡易株式交換による完全子

会社化） 

   

   
   
２．被取得企業の取得原価及びその内訳 
 

(1）被取得企業の取得原価 2,681,562千円
  

(2）取得原価の内訳 
 

株式取得費用 2,678,062千円

株式取得に直接要した支
出額 

3,500千円

  
   

   

 

（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） 

省略 

 

――――― （アロシステム株式会社の簡易株式交換による完全子

会社化） 

   

   
   
２．被取得企業の取得原価及びその内訳 
 

(1)被取得企業の取得原価 2,756,750千円
  

(2）取得原価の内訳 
 

株式取得費用 2,753,250千円

株式取得に直接要した支
出額 

3,500千円

  
   

   

 



平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） （平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 

５．四半期連結財務諸表等 

四半期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 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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） 

    
    

４．会計処理基準に関する事項    

    
 (8)その他四半期連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 
(8)その他四半期連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

(8)その他四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項 

    
 ②投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

②投資事業組合等への出資に係る会計

処理 
②投資事業組合等への出資に係る会

計処理 

  営業投資目的による投資事業組合等

への出資に係る会計処理は、組合の事業

年度の財務諸表、中間財務諸表及び四半

期財務諸表に基づいて、組合の純資産及

び収益・費用を当社及び連結子会社の出

資持分割合に応じて、営業投資有価証券

（流動資産）及び収益・費用として計上

しております。 

同左 同左 

    
    
    
    
    

 

（訂正後） 

項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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） 

    
    

４．会計処理基準に関する事項    

    
 (8)その他四半期連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 
(8)その他四半期連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

(8)その他四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項 

    
 ②投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

②投資事業組合等への出資に係る会計

処理 
②投資事業組合等への出資に係る会

計処理 

  営業投資目的による投資事業組合等

への出資に係る会計処理は、組合の事業

年度の財務諸表及び中間財務諸表に基

づいて、組合の純資産及び収益・費用を

当社及び連結子会社の出資持分割合に

応じて、営業投資有価証券（流動資産）

及び収益・費用として計上しておりま

す。 

同左 同左 

    
    
    
    
    

 

 



注記事項 

（有価証券関係） 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（訂正前） 

投資有価証券 

略 

（注） １．複合金融商品に係る評価差額（606千円）が含まれております。 

２．当連結会計年度において、有価証券について2,604千円（その他有価証券で時価のある株式1,068千円）減損処理

をおこなっております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

 

（訂正後） 

投資有価証券 

略 

（注） １．複合金融商品に係る評価差額（606千円）が含まれております。 

２．当連結会計年度において、有価証券について2,604千円（その他有価証券で時価のある株式2,604千円）減損処理

をおこなっております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

 

 

（重要な後発事象） 

(訂正前) 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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） 

省略 

 

――――― （アロシステム株式会社の簡易株式交換による完全子

会社化） 

   

  ２．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  
 

(1)被取得企業の取得

原価 
2,681,562千円

(2)取得原価の内訳 

  株式取得費用 2,678,062千円

株式取得に直接

要した支出額 
3,500千円

   

     
 



(訂正後) 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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） 

省略 

 

――――― （アロシステム株式会社の簡易株式交換による完全子

会社化） 

   

  ２．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  
 

(1)被取得企業の取得

原価 
2,756,750千円

(2)取得原価の内訳 

  株式取得費用 2,753,250千円

株式取得に直接

要した支出額 
3,500千円
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