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（訂正）平成２1年３月期第１四半期決算短信の一部訂正について 
 
 平成20年7月30日に提出しました決算短信の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記の通り訂正い
たします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 
簡便な会計処理について、重要性が乏しい場合についても注記しておりましたが、重要性が乏しいものと判断

した会計処理については注記を省略することに致しました。 
四半期連結貸借対照表の訂正については、勘定科目の集約による表示上の訂正であります。 

記 
【正誤表】 
○ 平成21年３月期 第１四半期決算短信 (３～４ページ) 

４．その他 (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
(訂正前) 
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
  当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら
れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
② 棚卸資産の評価方法 
 当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高
を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の帳簿切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積り、
帳簿切下げを行う方法によっております。 
③ 固定資産の減価償却費の算定方法 
 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方
法によっております。  
 なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。
④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生
状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ
ンニングを利用する方法によっております。 
⑤ 経過勘定項目の算定方法 
 固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で計上
する方法によっております。 
⑥ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 
 連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 
  当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と
債務を相殺消去しております。 
連結会社相互間の取引を相殺消去 
取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺消
去しております。 
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(訂正後) 
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
① 棚卸資産の評価方法 
当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ
ンニングを利用する方法によっております。 
 
○ 平成21年３月期 第１四半期決算短信 (５～６ページ) 
５．【四半期財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(訂正前) 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

     当第1四半期連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金  5,167,993 4,427,006

    受取手形 1,816,553 1,880,340

    売掛金 4,866,093 5,386,770

【略】 

    流動資産合計 18,168,523 18,265,361

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物（純額） 2,378,758 2,387,175

      構築物（純額） 519,643 529,386

      機械及び装置（純額） 1,071,419 1,028,618

      車両運搬具及び工具器具備品（純額） 101,649 103,054

      土地 10,425,174 10,425,174

      建設仮勘定 18,630 1,245

      有形固定資産合計 14,515,276 14,474,655

    無形固定資産 112,666 109,552

    投資その他の資産     

      投資有価証券 2,062,293 1,804,202

      繰延税金資産 153,742 242,788

      その他 352,821 354,629

      貸倒引当金 △ 46,133 △ 45,484

      投資その他の資産合計 2,522,724 2,356,135

    固定資産合計 17,150,667 16,940,343

  資産合計 35,319,190 35,205,705

(訂正前) 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

    当第1四半期連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部     

【略】 
  固定負債     

【略】 
    負ののれん 166,869 194,999
    その他 94,420 95,642

    固定負債合計 8,566,601 8,654,173

【略】 

負債純資産合計 35,319,190 35,205,705
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(訂正後) 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

     当第1四半期連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金  5,167,993 4,427,006

    受取手形及び売掛金 6,682,647 7,267,111

【略】 

    流動資産合計 18,168,523 18,265,361

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物(純額) 2,898,402 2.916,562

      機械及び装置（純額） 1,071,419 1,028,618

      土地 10,425,174 10,425,174

      その他 120,279 104,299

      有形固定資産合計 14,515,276 14,474,655

    無形固定資産 112,666 109,552

    投資その他の資産     

      投資有価証券 2,062,293 1,804,202

      その他 506,563 597,417

      貸倒引当金 △ 46,133 △ 45,484

      投資その他の資産合計 2,522,724 2,356,135

    固定資産合計 17,150,667 16,940,343

  資産合計 35,319,190 35,205,705

(訂正後) 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

    当第1四半期連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部     

【略】 
  固定負債     

【略】 
    その他 261,289 290,642

    固定負債合計 8,566,601 8,654,173

【略】 

負債純資産合計 35,319,190 35,205,705
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○ 平成21年３月期 第１四半期決算短信 (８ページ) 
５．【四半期財務諸表】 
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(訂正前) 
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

                                   (単位：千円) 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

【略】 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,933

【略】 

 有形固定資産売却損益（△は益） △13

【略】 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 146,724

 その他 1,398

 小計 843,772

【略】 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 589,833

【略】 

 (訂正後) 
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

                                     (単位：千円) 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

【略】 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,610

【略】 

 有形固定資産売却損益（△は益） △14

【略】 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 147,047

 その他 1,399

 小計 843,772

【略】 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 589,833

【略】 

 
 
 

以上            


