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平成 21 年５月 26 日 
各 位 
 

会  社  名  株 式 会 社 ハ ナ テ ン 
代 表 者 名  取締役社長 米倉 晃起 

（コード番号9870 大証第二部） 
問 合 せ 先  管理本部長  陣内  司 

（電話番号06－6968－ 0101） 

 

 

 

（訂正）「平成21年３月期決算短信」の一部訂正について 

 

平成21年５月15日に発表いたしました「平成21年３月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがありました

ので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

                       記 

 定性的情報及び財務諸表等のうち、以下について訂正すべき箇所がありました。 

 

《訂正箇所》 

１．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

ア）資産、負債及び純資産の状況                 5ページ 

 

４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表                         10～11ページ 

注記事項 

    （連結損益計算書関係）                     25ページ 

 

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表                           39～40ページ 
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〈5ページ〉 

 

【訂正前】 

１. 経営成績 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

 ア）資産、負債及び純資産の状況 

固定資産は前年度末に比べて413百万円減少いたしました。これは土地の売却により有形固定資産が141百万円減少し

たことなどによるものです。なお、無形固定資産は前年度末に比べて1百万円増加し、投資等が長期差入保証金の減少な

どにより74百万円減少いたしました。 

当連結会計年度末の流動負債は１年内返済予定の関係会社長期借入金が192百万円増加したものの、未払金が352百万

円減少したほか、短期借入金が124百万円減少したことなどにより、前年度末に比べて152百万円減少いたしました。固

定負債は長期借入金が1,274百万円減少したことに加え、関係会社長期借入金283百万円減少したことなどにより1,580百

万円減少いたしました。 

 

【訂正後】 

１．経営成績 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

 ア）資産、負債及び純資産の状況 

 固定資産は前年度末に比べて375百万円減少いたしました。これは土地の売却により有形固定資産が141百万円減少し

たことなどによるものです。なお、無形固定資産は前年度末に比べて29百万円増加し、投資等が長期差入保証金の減少

などにより76百万円減少いたしました。 

当連結会計年度末の流動負債は１年内返済予定の関係会社長期借入金が192百万円増加したものの、未払金が352百万

円減少したほか、短期借入金が124百万円減少したことなどにより、前年度末に比べて142百万円減少いたしました。固

定負債は長期借入金が1,274百万円減少したことに加え、関係会社長期借入金283百万円減少したことなどにより1,551百

万円減少いたしました。 
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〈10～11ページ〉 

【訂正前】  

４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

（単位：百万円）         

 前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

  （中略）   

 固定資産   

  有形固定資産   

  （中略）   

   その他（純額） － ※2 105 

   有形固定資産合計 6,353 6,012 

  無形固定資産   

  （中略）   

   その他 14 92 

   無形固定資産合計 91 92 

  投資その他の資産   

   その他 － 59 

  （中略）   

   投資その他の資産合計 732 658 

  固定資産合計 7,177 6,763 

 資産合計 12,658 10,440 

   

負債の部   

 流動負債   

  （中略）   

  リース債務 － 4 

  （中略）   

  流動負債合計 4,382 4,230 

 固定負債   

  （中略）   

  リース債務 － 14 

 （中略）   

  固定負債合計 6,064 4,483 

 負債合計 10,447 8,714 

  （中略）   

負債純資産合計 12,658 10,440 
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【訂正後】  

４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

（単位：百万円）         

 前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

  （中略）   

 固定資産   

  有形固定資産   

  （中略）   

   その他（純額） － ※2 117 

   有形固定資産合計 6,353 6,024 

  無形固定資産   

  （中略）   

   その他 14 120 

   無形固定資産合計 91 120 

  投資その他の資産   

   その他 － 56 

  （中略）   

   投資その他の資産合計 732 655 

  固定資産合計 7,177 6,801 

 資産合計 12,658 10,478 

   

負債の部   

 流動負債   

  （中略）   

  リース債務 － 13 

  （中略）   

  流動負債合計 4,382 4,240 

 固定負債   

  （中略）   

  リース債務 － 43 

 （中略）   

  固定負債合計 6,064 4,512 

 負債合計 10,447 8,752 

  （中略）   

負債純資産合計 12,658 10,478 
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（25ページ） 

【訂正前】 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度   

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度   

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

※1.販売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。 

   役員賞与引当金繰入額      10百万円 

   賞与引当金繰入額        27百万円 

   従業員給料及び賞与      1,275百万円 

      賃借料及びリース料       892百万円 

   販売促進費           521百万円 

 

（以下省略） 

※1.販売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。 

   賞与引当金繰入額        38百万円 

   従業員給料及び賞与      1,311百万円 

      賃借料及びリース料       941百万円 

   販売促進費           616百万円 

 

 

（以下省略） 

 

【訂正後】  

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度   

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度   

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

※1.販売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。 

   役員賞与引当金繰入額      10百万円 

   賞与引当金繰入額        27百万円 

   従業員給料及び賞与      1,275百万円 

      賃借料及びリース料       892百万円 

   販売促進費           521百万円 

 

（以下省略） 

※1.販売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。 

   賞与引当金繰入額        38百万円 

   従業員給料及び賞与      1,311百万円 

      賃借料及びリース料       934百万円 

   販売促進費           616百万円 

 

 

（以下省略） 
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（39～40ページ） 

【訂正前】  

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

（単位：百万円）         

 前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

  （中略）   

 固定資産   

  有形固定資産   

  （中略）   

   リース資産（純額） － 10 

   有形固定資産合計 6,353 6,012 

  無形固定資産   

  （中略）   

   その他 14 22 

   無形固定資産合計 91 92 

  投資その他の資産   

   長期前払費用 12 24 

  （中略）   

   投資その他の資産合計 787 763 

  固定資産合計 7,232 6,868 

 資産合計 12,816 11,175 

   

負債の部   

 流動負債   

  （中略）   

  リース債務 － 4 

  （中略）   

  流動負債合計 5,540 5,155 

 固定負債   

  （中略）   

  リース債務 － 14 

 （中略）   

  固定負債合計 5,064 4,283 

 負債合計 10,604 9,439 

  （中略）   

負債純資産合計 12,816 11,175 
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【訂正後】  

５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

（単位：百万円）         

 前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

  （中略）   

 固定資産   

  有形固定資産   

  （中略）   

   リース資産（純額） － 22 

   有形固定資産合計 6,353 6,024 

  無形固定資産   

  （中略）   

   その他 14 50 

   無形固定資産合計 91 120 

  投資その他の資産   

   長期前払費用 12 21 

  （中略）   

   投資その他の資産合計 787 760 

  固定資産合計 7,232 6,906 

 資産合計 12,816 11,213 

   

負債の部   

 流動負債   

  （中略）   

  リース債務 － 13 

  （中略）   

  流動負債合計 5,540 5,164 

 固定負債   

  （中略）   

  リース債務 － 43 

 （中略）   

  固定負債合計 5,064 4,312 

 負債合計 10,604 9,477 

  （中略）   

負債純資産合計 12,816 11,213 

以上 


