
 

平成 20 年 10 月 29 日 

 

各  位 

会 社 名 ス バ ル 興 業 株 式 会 社  

代表者名 代表取締役社長 小 林 憲 治 

（コード番号 9632 東証一部 大証一部） 

問合せ先 取締役総務部長 鈴 木 誠 之 

（ＴＥＬ ０３－３２１３－２８６１） 

 

（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９月 16 日に発表いたしました「平成 21 年１月期 中間決算短信」について一部訂正があ

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おります。 

 

記 

 

（訂正箇所 ９ページ） 

４ 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７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成20年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物   1,565,281 1,663,918  1,646,387

  (2) 機械装置 
    及び運搬具 

  621,029 570,033  597,779

  (3) 土地   3,106,030 4,111,971  4,111,971

  (4) 建設仮勘定   132,714 20,180  21,480

  (5) その他   71,263     117,237  68,239

   有形固定資産合計   5,496,319 27.6 6,483,341 34.7  6,445,857 34.5
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【訂正後】 

  
前中間連結会計期間末 

(平成19年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成20年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物   1,565,281 1,663,918  1,646,387

  (2) 機械装置 
    及び運搬具 

  621,029 577,453  597,779

  (3) 土地   3,106,030 4,111,971  4,111,971

  (4) 建設仮勘定   132,714 20,180  21,480

  (5) その他   71,263 109,817  68,239

   有形固定資産合計   5,496,319 27.6 6,483,341 34.7  6,445,857 34.5

 

 

 

（訂正箇所 10 ページ） 

４ 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７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成20年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   ― 175,000  ―

 ２ 長期預り保証金   292,886 278,009  281,352

 ３ 繰延税金負債   ― 1,450  1,390

 ４ 退職給付引当金   292,910 212,740  283,113

 ５ 役員退職慰労引当金   338,736 167,781  285,353

 ６ ＰＣＢ処理引当金   ― 5,305  ―

 ７ その他   182,144 170,504  182,144

固定負債合計   1,106,677 5.6 1,010,791 5.4  1,033,354 5.6

   負債合計   4,202,536 21.1 3,221,988 17.2  3,300,343 17.7

    

 

 

 

 

 

 - 2 -



 - 3 -

【訂正後】 

  
前中間連結会計期間末 

(平成19年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成20年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   ― 175,000  ―

 ２ 長期預り保証金   292,886 278,009  281,352

 ３ 繰延税金負債   ― 1,450  1,390

 ４ 退職給付引当金   292,910 212,740  283,113

 ５ 役員退職慰労引当金   338,736 167,781  285,353

 ６ ＰＣＢ処理引当金   ― 5,305  ―

 ７ その他   182,144 170,504  182,144

固定負債合計   1,106,677 5.6 1,010,791 5.5  1,033,354 5.6

   負債合計   4,202,536 21.1 3,221,988 17.3  3,300,343 17.7

    

 

（訂正箇所 15 ページ） 

(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 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 ・・・・・(省 略)・・・・・   

 27 その他  58,538 △ 129,521 131,762 

     小計  1,559,243 2,191,636 1,449,611

 

【訂正後】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日) 

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 ・・・・・(省 略)・・・・・   

 27 その他  58,538 △ 129,521 131,763 

     小計  1,559,243 2,191,636 1,449,611
 

 

以 上 
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