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平成 20年９月９日 

各     位 
会 社 名 株式会社 やすらぎ           

                          代表者名 代表取締役社長 根岸 宏之 
                     （コ－ド番号 8919 名証セントレックス） 
                     問合せ先 取締役財務副本部長 舩田 啓 
                     （TEL 0277-20-7400） 
                                        （URL http://www.yasuragi-reform.com） 

 
 
 

（訂正）「平成 21年１月期 中間決算短信」の一部訂正について 
 
平成20年８月11日付で発表いたしました「平成21年１月期 中間決算短信」において、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。 

なお、訂正箇所につきましては下線で表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】16 ページ  ４ 中間連結財務諸表 

（訂正前） 

(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 

前中間連結会計期間 

 

(自 平成19年１月21日

至 平成19年７月20日)

 

当中間連結会計期間 

 

(自 平成20年１月21日 

至 平成20年７月20日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成19年１月21日

至 平成20年１月20日)

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ   営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

   税金等調整前中間純利益 

   又は税金等調整前中間 

   (当期)純損失(△) 

 △1,285 643 △1,622

   減価償却費  100 107 284

   減損損失  ― 8 ―

   たな卸資産評価損  2,712 101 3,057

   貸倒引当金の増減額  8 △14 295

   工事保証引当金の増減額  7 △28 42

   役員退職慰労引当金の 

増加額 
 9 1 19

   受取利息及び受取配当金  △7 △5 △11

   支払利息及び社債利息  434 217 836

   たな卸資産の増減額  5,651 2,852 15,736

   前渡金の増減額  115 △164 62
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（訂正後） 

(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 

前中間連結会計期間 

 

(自 平成19年１月21日

至 平成19年７月20日)

 

当中間連結会計期間 

 

(自 平成20年１月21日 

至 平成20年７月20日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成19年１月21日

至 平成20年１月20日)

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ   営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

   税金等調整前中間純利益 

   又は税金等調整前中間 

   (当期)純損失(△) 

 △1,285 643 △1,622

   減価償却費  100 107 284

   減損損失  ― 8 ―

   たな卸資産評価損  2,712 364 3,057

   貸倒引当金の増減額  8 △14 295

   工事保証引当金の増減額  7 △28 42

   役員退職慰労引当金の 

増加額 
 9 1 19

   受取利息及び受取配当金  △7 △5 △11

   支払利息及び社債利息  434 217 836

   たな卸資産の増減額  5,651 2,589 15,736

   前渡金の増減額  115 △164 62

 

 
【訂正箇所】36 ページ  ５ 中間個別財務諸表 

（訂正前） 

(１) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成19年７月20日) 

当中間会計期間末 

(平成20年７月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成20年１月20日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％)

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
 4 0.0 0 0.0  △1 △0.0

  評価・換算差額等合計  4 0.0 0 0.0  △1 △0.0

  純資産合計  12,203 20.7 13,063 35.6  12,623 31.6

  負債純資産合計  58,816 100.0 36,684 100.0  40,010 100.0

      

 

（訂正後） 

(１) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成19年７月20日) 

当中間会計期間末 

(平成20年７月20日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成20年１月20日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％)

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
 4 0.0 0 0.0  △1 △0.0

  評価・換算差額等合計  4 0.0 0 0.0  △1 △0.0

  純資産合計  12,203 20.8 13,063 35.6  12,623 31.6

  負債純資産合計  58,816 100.0 36,684 100.0  40,010 100.0
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【訂正箇所】40 ページ  ５ 中間個別財務諸表 

（訂正前） 

(４) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成19年１月21日 

  至 平成19年７月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年１月21日 

   至 平成20年７月20日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月21日 

 至 平成20年１月20日） 

１ 有価証券の評価基 

  準及び評価方法 

  その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

    中間決算日の市場価

格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定)によっており

ます。 

  ②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。 

その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

  ②時価のないもの 

同左 

その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

    決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は、移動平均法によ

り算定)によっておりま

す。 

  ②時価のないもの 

同左 

 

（訂正後） 

(４) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成19年１月21日 

  至 平成19年７月20日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年１月21日 

   至 平成20年７月20日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月21日 

 至 平成20年１月20日） 

１ 有価証券の評価基 

  準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関係 

   会社株式 

― 

 

 

(2) その他の有価証券 

①時価のあるもの  

    中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)によ

っております。 

  ②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。 

 

(1) 子会社株式及び関係 

会社株式 

 移動平均法による原

価法によっておりま 

す。 

(2) その他の有価証券 

①時価のあるもの  

      同左 

 

 

 

 

 

 

  ②時価のないもの 

 同左 

 

(1) 子会社株式及び関係 

   会社株式 

― 

 

 

(2) その他の有価証券 

①時価のあるもの  

    決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は、移動平均法に

より算定)によってお

ります。 

  ②時価のないもの 

  同左 

 

                   以 上 


