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平成 20 年 12 月期 中間決算短信の一部訂正について 

 

 

平成 20 年 8 月 8 日に発表いたしました「平成 20 年 12 月期 中間決算短信」の内容に一部訂正が

ありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、この訂正は、当社の連結財務諸表及び

個別財務諸表に影響を与えるものではありません。 

記 

 

 

1．訂正内容（訂正箇所には  を付して表示しております） 

 

(1) 10ページ「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 19 年６月 30 日）

当中間連結会計期間末

（平成 20 年６月 30 日）

対前中間

期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 19 年 12 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減 

（百万円） 
金額（百万円）

構成比

（％）

Ⅱ 固定資産        

（1）有形固定資産 ※1      

１．建物及び構築物 ※2,3  4,461  8,333   3,123

２．土地 ※2,3  6,284  6,777  5,827

653 554  517３．その他 

有形固定資産合計 

 

11,399 12.0
 

15,665 10.3 4,265 

 

9,469 8.0
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【訂正後】 

   
前中間連結会計期間末

（平成 19 年６月 30 日）

当中間連結会計期間末

（平成 20 年６月 30 日）

対前中間

期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 19 年 12 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減 

（百万円） 
金額（百万円）

構成比

（％）

Ⅱ 固定資産        

（1）有形固定資産 ※1      

１．建物及び構築物 ※2,3  4,461  8,343   3,123

２．土地 ※2,3  6,284  6,777  5,827

653 544  517３．その他 

有形固定資産合計 

 

11,399 12.0
 

15,665 10.3 4,265 

 

9,469 8.0

 

(2) 12ページ「中間連結財務諸表 （2）中間連結損益計算書」 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
   

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日）

対前中間

期比 
至 平成19年12月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減 

（百万円） 
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅵ 特別利益     

１.投資有価証券売却益  230 903  240 

（中   略） 

Ⅵ 特別損失     

（中   略） 

中間（当期）純利益   1,805 16.2 2,943 20.7 1,051  6,659 24.3

  
 

 
 

  

【訂正後】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
   

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日）

対前中間

期比 
至 平成19年12月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減 

（百万円） 
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅵ 特別利益     

１.関係会社株式売却益  230 903  240 

（中   略） 

Ⅶ 特別損失     

（中   略） 

中間（当期）純利益   1,805 16.2 2,943 20.7 1,138  6,659 24.3
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(3) 15 ページ 「中間連結財務諸表 （3）中間連結株主資本等変動計算書 前連結会計年度

の連結株主資本等変動計算書（自平成 19 年１月１日 至平成 19 年 12 月 31

日）」 

（訂正前） 

自己株式の消却円）

（訂正後） 

自己株式の消却（百万円）

 

 

(4)  16 ページ 「中間連結財務諸表 （4）中間連結キャッシュ・フロー計算書」 

 【訂正前】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
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１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
   

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日）

対前中間

期比 
至 平成19年12月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 
金額（百万円） 

Ⅰ営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
  

11.投資有価証券売却益  △230 △903  △240

（中   略） 

17.売上債権の増加

（△）・減少額 
 244 △411  △632

（中   略） 

21.その他   535 14  585

（中   略） 

小計  8,074 △19,611 △27,685 8,448

【訂正後】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
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１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
   

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日）

対前中間

期比 
至 平成19年12月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 
金額（百万円） 

Ⅰ営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
  

11.関係会社株式売却益  △230 △903  △240

（中   略） 

17.売上債権の増加

（△）・減少額 
 244 △118  △632

（中   略） 

21.その他   535 △279  585

（中   略） 

小計  8,074 △19,611 △27,685 8,448
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(5)  17 ページ 「中間連結財務諸表 （4）中間連結キャッシュ・フロー計算書」 

 【訂正前】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
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１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
   

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日）

対前中間

期比 
至 平成19年12月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 
金額（百万円） 

Ⅱ投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
  

（中   略） 

３.投資有価証券の取得

による支出 
 △1,489 △1,645  △16,577

（中   略） 

13.その他  △347 △416  △486

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △9,665 △17,846 △8,181 △24,501

【訂正後】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
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１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
   

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日）

対前中間

期比 
至 平成19年12月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 
金額（百万円） 

Ⅱ投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
  

（中   略） 

３.投資有価証券の取得

による支出 
 △1,489 △1,905  △16,577

（中   略） 

13.その他  △347 △156  △486

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △9,665 △17,846 △8,181 △24,501

 

 

 

 -4-



 

(6)  21 及び 22 ページ 「中間連結財務諸表 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 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 項目 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

４．会計処理基準に関する

事項 

（2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

 

 

１． 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物  

３年～30 年

その他   ３年～８年 

 

 

 

１． 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物  

３年～33 年

その他   ３年～８年 

 

 

 

１．有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物  

３年～33 年

その他   ３年～８年 

（会計処理の変更） 

法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、平成

19 年４月１日以降に取得

した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変

更しております。 

なお、この変更が損益及

びセグメント情報に与え

る影響は軽微であります。

【訂正後】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
項目 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

４．会計処理基準に関する

事項 

（2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

 

 

２． 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物  

３年～30 年

その他   ３年～８年 

 

 

 

２． 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物  

３年～33 年

その他   ３年～８年 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社

は、法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に

取得した資産については、

改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上してお

ります。 

これによる損益及びセグ

メント情報に与える影響

は軽微であります。

 

 

１．有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物  

３年～33 年

その他   ３年～８年 

（会計処理の変更） 

法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、平成

19 年４月１日以降に取得

した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変

更しております。 

なお、この変更が損益及

びセグメント情報に与え

る影響は軽微であります。
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(7) 25 ページ 「中間連結財務諸表 表示方法の変更」 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「賃貸収益」

及び「賃貸費用」は、それぞれ営業外収益及び営業外費用の総

額の100分の10以下であるため、営業外収益及び営業外費用の

「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当中間連結会計期間の「賃貸収益」及び「賃貸費用」

の金額はそれぞれ10百万円、8百万円であります。 

 

―― 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「賃貸収益」

及び「賃貸費用」は、それぞれ営業外収益及び営業外費用の総

額の100分の10以下であるため、営業外収益及び営業外費用の

「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当中間連結会計期間の「賃貸収益」及び「賃貸費用」

の金額はそれぞれ10百万円、8百万円であります。 

―― 

―― （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 財務活動によるキャッシュ・フローの「少数株主への分配に

よる支出」は、前中間連結会計期間は、「その他」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「少

数株主への分配による支出」は 150 百万円であります。

 

(8) 26 ページ 「注記事項 （中間連結貸借対照表関係）」 

【訂正前】 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度 

（平成19年６月30日） （平成20年６月30日） （平成19年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

291 百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

412百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

348百万円であります。 

【訂正後】 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

（平成19年６月30日） （平成20年６月30日） （平成19年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

291 百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

441百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

360百万円であります。 
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(9) 26 ページ 「注記事項 （中間連結損益計算書関係）」 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給与手当      601 百万円 

賞与引当金繰入額  135 

減価償却費      70 

のれん償却額         72 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給与手当      618 百万円

賞与引当金繰入額  184 

減価償却費      75 

のれん償却額         55 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給与手当     1,164 百万円

賞与引当金繰入額  815 

減価償却費     564

のれん償却額        452

【訂正後】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給与手当      601 百万円 

賞与引当金繰入額  135 

減価償却費      70 

のれん償却額         72 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給与手当      618 百万円

賞与引当金繰入額  184 

減価償却費      75 

のれん償却額         55 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給与手当     1,164 百万円

貸倒引当金繰入額  815 

減価償却費     168

のれん償却額        128

 

(10) 28 ページ 「注記事項 （中間連結株主資本等変動計算書関係） 当中間連結会計期間

（自平成 20 年１月１日 至平成 20 年６月 30 日） ２．新株予約権及び自己新株予約権

に関する事項」 

【訂正前】 
新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 
新株予約権の内訳 

（決議年月日） 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 
前連結会計

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会 

計期間末 

当中間連結

会計期間末

残高 

（百万円）

提出会社 

（親会社） 
平成17年４月19日 普通株式 13,860.75 － － 13,860.75 －

【訂正後】 
新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 
新株予約権の内訳 

（決議年月日） 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 
前連結会計

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会 

計期間末 

当中間連結

会計期間末

残高 

（百万円）

提出会社 

（親会社） 
平成17年４月19日 普通株式 13,860.70 － － 13,860.70 －

 

(11) 34 ページ 「注記事項 （１株当たり情報）」 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日）

普通株式の期中平均株式数（株） 272,369 289,602 275,842 

（中   略） 

普通株式増加数（株） 33,481 15,360 29,990 

（うち新株予約権） （20,949） （15,360） （21,564）

（うち新株予約権付社債） （12,532） － （8,426）
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【訂正後】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日）

普通株式の期中平均株式数（株） 272,369 292,086 275,842 

（中   略） 

普通株式増加数（株） 33,481 10,655 29,990 

（うち新株予約権） （20,949） （8,586） （21,564）

（うち新株予約権付社債） （12,532） (2,069) （8,426）

 

(12) 35～38 ページ 「注記事項 （重要な後発事象）」 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成20年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成20年12月31日） 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

 

(13) 36 ページ 「注記事項 （重要な後発事象）」 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

  ２.国内無担保普通社債の発行に関する 

  件 

（中   略） 

  ⑤利率 発行する社債と同年年限の

スワップレート＋1.80％ 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

  ２.国内無担保普通社債の発行に関する 

  件 

（中   略） 

  ⑤利率 発行する社債と同年年限の

スワップレート＋1.80％以

下
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(14) 45 ページ 「中間個別財務諸表 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 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
項目 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

２．固定資産の減価償却の

方法  

 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物  ３年～30 年 

工具、器具及び備品 

 ３年～８年 

 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物  ３年～33 年 

工具、器具及び備品 

 ３年～８年 

 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物  ３年～33 年 

構築物 20 年 

工具、器具及び備品 

 ３年～８年 

（会計処理の変更） 

法人税法の改正に伴い、

当事業年度より、平成 19

年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更

しております。 

なお、この変更が損益に

与える影響は軽微であり

ます。 

【訂正後】 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
項目 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

２．固定資産の減価償却の

方法  

 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物  ３年～30 年 

工具、器具及び備品 

 ３年～８年 

 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物  ３年～33 年 

工具、器具及び備品 

 ３年～８年 

 

（追加情報） 

当社は、法人税法改正に

伴い、平成 19 年３月 31

日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上してお

ります。 

これによる損益及びセグ

メント情報に与える影響

は軽微であります。

（1）有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、建物について

は定額法を採用しており

ます。 

主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物  ３年～33 年 

構築物 20 年 

工具、器具及び備品 

 ３年～８年 

（会計処理の変更） 

法人税法の改正に伴い、

当事業年度より、平成 19

年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更

しております。 

なお、この変更が損益に

与える影響は軽微であり

ます。 
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(15) 48 ページ 「注記事項 （中間貸借対照表関係）」 

【訂正前】 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

（平成19年６月30日） （平成20年６月30日） （平成19年12月31日） 

４ 偶発債務 ４ 偶発債務 ４ 偶発債務 

―― 債務保証 

次の当社が出資する子会社につい

て、金融機関等からの借入に対し債務

保証を行っております。 

保証先 金額（百万円）

㈱リサ・パート

ナーズ那覇 

8,048

 

―― 

【訂正後】 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

（平成19年６月30日） （平成20年６月30日） （平成19年12月31日） 

４ 偶発債務 ４ 偶発債務 ４ 偶発債務 

―― 債務保証 

次の当社が出資する子会社につい

て、金融機関等からの借入に対し債務

保証を行っております。 

保証先 金額（百万円）

㈱リサ・パート

ナーズ那覇 

7,100

 

―― 

 

(16) 49 ページ 「注記事項 （中間損益計算書関係）」 

【訂正前】 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息        8 百万円 

業務受託収入      9 百万円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息       34 百万円

業務受託収入     26 百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息       61 百万円

業務委託収入     52 百万円

（中   略） 

※３ 特別利益の内訳 

投資有価証券売却益 230 百万円 

固定資産売却益    10百万円 

※３ 特別利益の内訳 

関係会社株式売却益1,149百万円

固定資産売却益     6 百万円

※３ 特別利益の内訳 

関係会社株式売却益 230 百万円

固定資産売却益    142 百万円

【訂正後】 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息        8 百万円 

業務受託収入      9 百万円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息       34 百万円

業務受託収入     26 百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息       61 百万円

業務受託収入     52 百万円

（中   略） 

※３ 特別利益の内訳 

関係会社株式売却益 230 百万円 

固定資産売却益     8百万円 

※３ 特別利益の内訳 

関係会社株式売却益1,148百万円

新株予約権戻入益   7 百万円

固定資産売却益     6 百万円

※３ 特別利益の内訳 

関係会社株式売却益 230 百万円

固定資産売却益    142 百万円
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(17) 51 ページ 「注記事項 （1株当たり情報）」 

【訂正前】 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

普通株式増加数（株） 33,481 10,655 29,990 

（うち新株予約権） （20,949） （6,689） （21,564）

（うち新株予約権付社債） （12,532） （3,966） （8,426）

【訂正後】 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 
 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

普通株式増加数（株） 33,481 10,655 29,990 

（うち新株予約権） （20,949） （8,586） （21,564）

（うち新株予約権付社債） （12,532） （2,069） （8,426）

 

(18) 53 ページ 「注記事項 （重要な後発事象）」３、４、５の追加 

【訂正後】 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

  ３.アイ・アール債権回収株式会社株式の

売却に関する件 

当社は、平成 20 年 2月 20 日開催の

取締役会において、当社の持分法適用

会社であるアイ・アール債権回収株式

会社の当社保有分の株式を、アコム株

式会社に全株売却することを決議し、

平成 20 年 2 月 21 日付で締結した株式

の譲渡契約に基づき、同日付で売却い

たしました。その概要は次のとおりで

あります。

  ①株式売却の理由 

 当該会社については当社が債権管理

回収業に参入すべくアコム株式会社と

７年前に共同で設立した会社ですが、

足利銀行グループのやしお債権回収株

式会社（現リサ企業再生債権回収株式

会社）の買収およびその後の同社の順

調な成長を踏まえ、当社グループとい

たしましては経営の効率化、アコム株

式会社につきましては 100％子会社化

することによるメリットを享受するこ

と等を勘案し、売却いたしました。
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

  ②売却相手先の名称 

   アコム株式会社 

③売却の時期 

   平成 20 年 2月 21 日 

④当該持分法適用会社の名称、事業内 

容及び当社との取引内容 

 イ．名称        アイ・アール債権

回収株式会社 

 ロ．事業内容  債権買取及び受託

回収等の総合サー 

ビサー（法務大臣 

許可番号 第 51 号 

／平成 13 年６月 

22 日） 

 ハ．当社との取引内容   

                デューデリジェン

ス及び小口債権の 

管理回収業務等 

⑤売却する株式の数、売却価額、売却  

損益及び売却後の持分比率 

 イ．売却株式数   2,160 株 

 ロ．売却価額    1,257 百万円

 ハ．売却益     1,148 百万円

 ニ．売却後の持分比率    0％

  ４．自己株式取得に関する件 

 当社は、平成 20 年 3 月 10 日開催

の取締役会において、会社法第 165 条

第 3 項の規定により読み替えて適用

される同法第 156 条の規定に基づき、

自己株式を買い受けることを決議いた

しました。 

①自己株式の取得を行う理由 

     株主還元水準の向上及び資本効

率の改善を図るとともに、経営環

境の変化に対応した機動的な資

本政策を遂行するため、自己株式

の取得を実施いたします。

  ②取得の内容 

    イ．取得する株式の種類 当社普通

                            株式 

    ロ．取得する株式の総数  １万株

                             （上限）

    ハ．株式の取得価額の総額 20 億円

                             （上限）

    ニ．取得する期間      

                 平成 20年３月 11日～

                 平成 20 年６月 30 日 

     ③取得の方法 市場による買付け
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成19年１月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 至 平成20年６月30日） 至 平成19年12月31日） 

  ５．貸付債権取得に関する資金調達の件

 当社の子会社であるアール・ピ

ー・ディー・スリー株式会社（平成 20

年３月 19 日設立）は、複数の金融機関

からの貸付債権取得に伴い、平成 20

年３月 27 日付の取締役会において、下

記のとおり資金調達することを決議い

たしました。 

（1）借入極度枠  100 億円 

（2）借入先    株式会社三井住友

銀行 

（3）資金使途   貸付債権取得資金

（4）借入形態   証書貸付 

（5）借入契約日  平成 20 年 3月 28

日 

（6）借入実行期限 平成 21 年 3月 31

日 

（7）担保     ①貸出人新橋支店

に事業管理口座 

を開設の上、第 

一順位質権設定 

                ②本件貸付債権へ

の第一順位質権 

設定 

（8）保証      株式会社リサ・パ

ートナーズによ 

る連帯保証

 

   以    上 
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	1．訂正内容（訂正箇所には　　を付して表示しております）

