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(訂正）「平成 20 年 3 月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 20 年 5 月 23 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期 決算短信」の一部に訂正がありましたので、

お知らせいたします。 

 なお、訂正箇所には下線「     」を付して表示しております。 

 

記 

〈訂正理由〉 

 有形固定資産の取得価額の計算において、減少金額の一部を重複して控除したため過小となっていた取

得価額及び減価償却累計額を訂正しております。（簿価には影響ありません。） 

 

〈訂正箇所〉 

１.【９ページ】 

 連結財務諸表等 

   ①連結貸借対照表 

(訂正前） 

期別 前連結会計年度 
（平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年3月31日） 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減額 

（資産の部）      

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産      

建物及び構築物 ※2 5,226,904 4,693,012    

減価償却累計額  △2,012,435 3,214,468 △1,829,470 2,863,541  △350,927

機械装置及び運搬具  151,706 127,348   

減価償却累計額  △119,788 31,918 △103,535 23,813  △8,104

工具器具及び備品  1,787,739 1,360,171   

減価償却累計額  △773,381 1,014,358 △652,119 708,051  △306,307

・・・  ・・・ ・・・  ・・・ ・・・   
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(訂正後） 

期別 前連結会計年度 
（平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年3月31日） 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減額 

（資産の部）      

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産      

建物及び構築物 ※2 5,226,904 4,942,203    

減価償却累計額  △2,012,435 3,214,468 △2,078,661 2,863,541  △350,927

機械装置及び運搬具  151,706 137,657   

減価償却累計額  △119,788 31,918 △113,844 23,813  △8,104

工具器具及び備品  1,787,739 1,457,762   

減価償却累計額  △773,381 1,014,358 △749,711 708,051  △306,307

・・・  ・・・ ・・・  ・・・ ・・・   

 

２．【３１ページ】 

 個別財務諸表等 

（訂正前） 

期別 前事業会計年度 
（平成19年3月31日） 

当事業年度 
（平成20年3月31日） 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減額 

（資産の部）         

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

建物 ※1 4,139,916 3,939,312    

減価償却累計額  △1,312,311 2,827,605 △1,281,555 2,657,757  △169,848

構築物  806,035 715,009   

減価償却累計額  △543,579 262,456 △515,215 199,793  △62,662

機械及び装置  99,506 88,420   

減価償却累計額  △71,445 28,060 △67,511 20,908  △7,151

車両運搬具  31,695 28,141   

減価償却累計額  △29,455 2,240 △26,260 1,881  △359

工具器具及び備品  1,397,162 1,357,907   

減価償却累計額  △520,004 877,158 △649,967 707,940  △169,218

・・・  ・・・ ・・・  ・・・ ・・・   
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（訂正後） 

期別 前事業会計年度 
（平成19年3月31日） 

当事業年度 
（平成20年3月31日） 

科目 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減額 

（資産の部）         

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

建物 ※1 4,139,916 4,136,168    

減価償却累計額  △1,312,311 2,827,605 △1,478,410 2,657,757  △169,848

構築物  806,035 767,344   

減価償却累計額  △543,579 262,456 △567,550 199,793  △62,662

機械及び装置  99,506 95,655   

減価償却累計額  △71,445 28,060 △74,746 20,908  △7,151

車両運搬具  31,695 31,216   

減価償却累計額  △29,455 2,240 △29,334 1,881  △359

工具器具及び備品  1,397,162 1,455,499   

減価償却累計額  △520,004 877,158 △747,559 707,940  △169,218

・・・  ・・・ ・・・  ・・・ ・・・   

 

 

 

 

 

以上 


