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「平成20年12月期 中間決算短信」一部訂正のお知らせ 

 平成20年８月19日公表いたしました「平成20年12月期 中間決算短信」の記載内容に一部訂正がありまし
たのでお知らせいたします。 

 

記 
 
訂正内容 
①１ページ「１．(2)連結財政状態」― 総資産 

 （訂正前） （訂正後）

  20年6月中間期 26,023 26,026
 
②５ページ「４．中間連結財務諸表 (1)中間連結貸借対照表」－ 当中間連結会計期間末(平成20年6月30日) 

 （訂正前） （訂正後） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

   6 その他 1,892,322 1,895,391  

  流動資産合計 21,689,443 83.3 21,692,512 83.3 

           

   資産合計 26,023,481 100.0 26,026,550 100.0 
 
③６ページ「４．中間連結財務諸表 (1)中間連結貸借対照表」－ 当中間連結会計期間末(平成20年6月30日) 

 （訂正前） （訂正後） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

   5 未払費用 1,865,092 2,077,395  

  8 賞与引当金 460,267 247,964  

   9 その他 2,516,109 2,519,178  

   流動負債合計 11,616,393 44.6 11,619,462 44.7 

   

負債合計 12,712,403 48.8 12,715,472 48.9 

Ⅰ 株主資本   

株主資本合計 12,618,452 48.6 12,618,452 48.5 

   

   純資産合計 13,311,077 51.2 13,311,077 51.1 

   負債純資産合計 26,023,481 100.0 26,026,550 100.0 
 
④７ページ「(2)中間連結損益計算書」－ 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) 

 （訂正前） （訂正後） 

Ⅲ 販売費及び一般 
管理費 

10,517,045 43.1 10,517,045 43.0 

営業利益又は営業 
損失(△) 

892,317 3.6 892,317 3.7 

Ⅳ  営業外収益   

   4 その他 35,579 62,869 0.3 30,245 57,535 0.2 

Ⅴ 営業外費用   

   6 その他 31,276 1,011,873 4.1 25,942 1,006,540 4.1 

Ⅵ 特別利益   

3  貸倒引当金戻 
入益 

230 812   

   5  その他 664 2.201 0.0 82 2,201 0.0 



 
 
 
 
⑤8ページ「(2)中間連結損益計算書」－ 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)                

 （訂正前） （訂正後） 

Ⅶ 特別損失   

   8 その他 ― 36,571 0.1 ― 36,571 0.2 

税金等調整前 

中間(当期)純 

利益又は純損 

失(△) 

△91,056 △0.3 △91,056 △0.4 

   法人税等調整 

額 
△370,803 △98,632 △0.3 △370,803 △98,632 △0.4 

 
⑥11ページ「(4)中間連結キャッシュ･フロー計算書」－ 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)   

 （訂正前） （訂正後） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 

 

 

   20 売上債権の増加額(△)   

又は減少額 

561,664 1,922,095 

   24 その他 2,143,671 783,240 

 
⑦18ページ 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（連結－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)） 

 54 ページ 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（個別－当中間会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年6月30日)） 

(訂正前)  (訂正後) 

(リース会計の早期適用に伴う記載) 

12行目 

30日改正））が平成20年1月1日以降開 
 

(リース会計の早期適用に伴う記載) 

12行目 

30日改正））が平成19年４月1日以降開 

 
⑧18ページ 追加情報 － 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) 

(訂正前)  (訂正後) 
(有形固定資産の減価償却方法) 

 当中間連結会計期間から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であ

ります。 

 (有形固定資産の減価償却方法) 

 当社及び当社の国内連結子会社は、当中間連結会

計期間より、法人税法改正に伴い、平成 19 年３月

31 日以前に取得した有形固定資産については、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。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であり

ます。 

 

   
⑨19ページ 注記事項（中間連結貸借対照表関係）－ 当中間連結会計期間末 (平成20年6月30日) 

(訂正前)  (訂正後) 
※２ 中間期末日満期手形の処理     

当中間連結会計期間末日が金融機関 
の休日であるため、当中間連結会計期 
間末日満期手形については手形交換日 
に入出金の処理をする方法によってお 
ります。このため、次の当中間連結会 
計期間末日満期手形が当中間連結会計 
期間末残高に含まれております。 

受取手形            2,470千円 

支払手形              39千円 
 

  



※３ 担保に供している資産       
次の資産を担保に供しております。  

科目   

現金及び預金 433,128 千円 

受取手形及び売掛金 1,266,750 千円 
たな卸資産  836,972 千円 
その他流動資産 171,118 千円 

建物及び構築物  749,623 千円 
機械装置及び運搬具 714,502 千円 
工具器具及び備品  129,865 千円 
土地 711,679 千円 
無形固定資産（その他） 10,698 千円 

投資その他の資産 
（その他） 

295,393 千円 

計 5,319,732 千円 

 ※３ 担保に供している資産        
次の資産を担保に供しております。  

科目   
現金及び預金 433,128 千円 
受取手形及び売掛金 1,266,750 千円 
たな卸資産  836,972 千円 
流動資産(その他) 171,118 千円 
有形固定資産(その他) 2,175,805 千円 
工具器具備品  129,865 千円 
無形固定資産（その他） 10,698 千円 
投資その他の資産 
（その他） 

296,430 千円 

計 5,320,770 千円 

   
⑩27ページ（リース取引関係）－ 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) 

(訂正前)  (訂正後) 
１ リース物件の所有権が借主に移 
転すると認められるもの以外のフ 
ァイナンス・リース取引 
①リース物件の取得価額相当額、 
減価償却累計額相当額及び中間期   
末残高相当額            

工具器具   無形固定            

  備品    資産その他     合計 

取得価額                   

相当額   184,248千円    －   184,248千円  

減価償却                    

累計額    66,603千円    －     66,603千円

相当額                                       

中間期末                    

残高相当額 117,645千円    －    117,645千円

 
 

 

 

②未経過リース料中間期末残高相 

 当額    

１年内       35,400千円 

１年超      86,101千円 

合計            121,502千円 

 

 

 

③支払リース料、減価償却費相当  

額および支払利息相当額    

 

支払リース料       19,329千円    

減価償却費相当額    18,018千円    

支払利息相当額      1,737千円 

                     

 １ リース物件の所有権が借主に移 
転すると認められるもの以外のフ 
ァイナンス・リース取引 
①リース物件の取得価額相当額、 
減価償却累計額相当額、減損損失 
累計額相当額及び中間期末残高相 
当額               

工具器具   無形固定           

  備品    資産その他   合計   

取得価額                   

相当額   184,248千円    －  184,248千円  

減価償却                  

累計額    66,603千円     －   66,603千円 

相当額 

減損損失                   

累計額    8,447千円     －     8,447千円

相当額                                        

中間期末                   

残高相当額 109,198千円    －   109,198千円 
 
②未経過リース料中間期末残高相 

 当額    

１年内       35,400千円 

１年超      86,101千円 

合計            121,502千円 

リース資産減損 

勘定の残高        8,447千円 
 

③支払リース料、リース資産減損 

勘定の取崩額、減価償却費相当額及 

び支払利息相当額    

支払リース料       19,329千円   

リース資産減損 

勘定の取崩額       1,152千円 

減価償却費相当額    18,018千円   

支払利息相当額      1,737千円   

 
⑪54ページ 追加情報 － 当中間会計期間 (自 平成20年１月１日 至 平成20年6月30日) 

(訂正前)  (訂正後) 

(有形固定資産の減価償却方法) 

 当中間会計期間から、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であ

ります。 

 (有形固定資産の減価償却方法) 

 当中間会計期間より、法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した有形固定資産に

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。 

 なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であ

ります。 

 
以上 


