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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13日に公表いたしました「平成20年3月期 中間決算短信」の記載内容について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。 

訂正箇所には下線を付しております。なお、本件の訂正により数値データの訂正はございません。 

 

記 

 

４．中間連結財務諸表 

（１）中間連結貸借対照表 

［訂正前］ 

  
前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）
増減 

前連結会計年度の 

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） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

（省略）         

３ 投資その他の資産   

(1)投資有価証券 ※３ 4,034,996 2,961,827 △1,073,168 3,619,047

(2)差入保証金 ※３ 3,529,479 3,374,203 △155,275 3,413,905

(3)繰延税金資産  75,757 153,284 77,526 142,965

(4)その他  247,969 452,796 204,827 347,996

 

［訂正後］ 

  
前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）
増減 

前連結会計年度の 

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） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

（省略）         

３ 投資その他の資産   

(1)投資有価証券 ※３ 4,034,996 3,161,827 △873,168 3,619,047

(2)差入保証金 ※３ 3,529,479 3,374,203 △155,275 3,413,905

(3)繰延税金資産  75,757 153,284 77,526 142,965

(4)その他  247,969 252,796 4,827 347,996

 

(財) 財務会計基準機構会員



（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］ 

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） 

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 （省略）  

有価証券 有価証券 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

時価法によっております。評価差

額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均

法により算定しております。 

同左 同左 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法によって

おります。 

同左 同左 

 

［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） 

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 （省略）  

有価証券 有価証券 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

時価法によっております。評価差

額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均

法により算定しております。 

同左 同左 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法によって

おります。 

移動平均法による原価法によって

おります。 

なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（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。 

移動平均法による原価法によって

おります。 

 



（表示方法の変更） 

［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） 

―――――― （連結損益計算書） 

（省略） 

―――――― 

 

［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） 

―――――― （連結貸借対照表） 

平成19年９月30日より金融商品取引法が

施行されたことに伴い、前中間連結会計

期間において、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました、投

資事業有限責任組合及びそれに類する組

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、

100,000千円）について、当中間連結会計

期間より「投資有価証券」に含めて表示

しております。 

 

（連結損益計算書） 

（省略） 

―――――― 

 

（有価証券関係） 

２ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）計上額 

［訂正前］ 

 
前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 82,490 72,490 72,490

 

［訂正後］ 

 
前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 82,490 72,490 72,490

匿名組合出資金 － 200,000 －

合計 82,490 272,490 72,490

 

（特別目的会社に関する事項） 

［訂正前］ 

（注１） 出資金は、投資その他の資産の「その他」に含まれております。 

 

［訂正後］ 

（注１） 出資金は、投資その他の資産の「投資有価証券」に含まれております。 



５．中間個別財務諸表 

（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）
増減 

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） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

（省略）         

３ 投資その他の資産   

(1)投資有価証券 ※３ 4,022,923 2,950,433 △1,072,490 3,606,992

(2)関係会社株式  1,089,713 1,899,330 809,616 1,356,330

(3)関係会社出資金  3,000 － △3,000 3,000

(4)長期貸付金  3,718,793 4,069,109 350,315 4,010,323

(5)差入保証金 ※３ 3,143,806 2,993,980 △149,825 3,067,060

(6)その他  189,255 307,581 118,325 294,701

 

［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）
増減 

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） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

（省略）         

３ 投資その他の資産   

(1)投資有価証券 ※３ 4,022,923 3,150,433 △872,490 3,606,992

(2)関係会社株式  1,089,713 1,899,330 809,616 1,356,330

(3)関係会社出資金  3,000 － △3,000 3,000

(4)長期貸付金  3,718,793 4,069,109 350,315 4,010,323

(5)差入保証金 ※３ 3,143,806 2,993,980 △149,825 3,067,060

(6)その他  189,255 107,581 △81,674 294,701

 

 

（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］ 

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 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

 （省略）  

② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

時価のあるものについては時価法（評

価差額は全部純資産直入法、売却原価

は移動平均法）、時価のないものにつ

いては移動平均法による原価法によ

っております。 

同左 同左 

 



［訂正後］ 

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 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

 （省略）  

② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

時価のあるものについては時価法（評

価差額は全部純資産直入法、売却原価

は移動平均法）、時価のないものにつ

いては移動平均法による原価法によ

っております。 

時価のあるものについては時価法（評

価差額は全部純資産直入法、売却原価

は移動平均法）、時価のないものについ

ては移動平均法による原価法によって

おります。 

なお、投資事業有限責任組合及びそれ

に類する組合への出資（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。 

時価のあるものについては時価法（評

価差額は全部純資産直入法、売却原価

は移動平均法）、時価のないものについ

ては移動平均法による原価法によって

おります。 

 

（表示方法の変更） 

［訂正前］ 

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） 

―――――― （中間貸借対照表） 

（省略） 

―――――― 

 

［訂正後］ 

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） 

―――――― （中間貸借対照表） 

（省略） 

 

平成19年９月30日より金融商品取引法が

施行されたことに伴い、前中間会計期間

において、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました、投資事業

有限責任組合及びそれに類する組合への

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、100,000

千円）について、当中間会計期間より「投

資有価証券」に含めて表示しております。

―――――― 

 

以上 


