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（訂正）「平成 17 年３月期中間決算短信（連結）」 
及び「平成 17 年３月期個別中間財務諸表の概要」の一部訂正に関するお知らせ 

 
平成 16 年 11 月５日に発表いたしました｢平成 17 年３月期中間決算短信（連結）」及び「平成

17 年３月期個別中間財務諸表の概要」の内容に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、訂正箇所は   を付しております。 
 
１.平成 17 年３月期中間決算短信（連結）の添付資料 

４．中間連結財務諸表等 
(１) 【中間連結財務諸表】 
① 【中間連結貸借対照表】 （11 ページ） 

（訂正前） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成16年３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) 建物 ※1,2 2,215,666   3,854,681   2,325,431   

(2) 土地 ※２ 3,071,374   2,997,816   2,997,816   

(3) その他 ※１ 1,052,863 6,339,904 48.6 1,119,645 7,972,143 45.2 1,552,229 6,875,478 47.8 

           

（訂正後） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成16年３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) 建物 ※1,2 2,215,666   3,854,681   2,325,431   

(2) 土地 ※２ 3,071,374   2,997,816   2,997,816   

(3) その他 ※1,2 1,052,863 6,339,904 48.6 1,119,645 7,972,143 45.2 1,552,229 6,875,478 47.8 

           

 



② 【中間連結損益計算書】 （13 ページ） 

（訂正前） 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  11,543   17,943   24,168   

２ 受取配当金  212   1,161   388   

３ 賃貸料収入  5,957   ―   13,174   

４ 店舗備品受贈益  8,077   17,987   18,088   

５ 受取販売協力金  9,112   15,246   20,945   

６ その他  13,045 47,948 0.5 26,533 78,872 0.7 33,857 110,622 0.6 

           

           

（訂正後） 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  11,543   17,943   24,168   

２ 受取配当金  212   1,161   388   

３ 賃貸料収入  5,957   ―   13,174   

４ 店舗備品受贈益  8,077   17,987   18,088   

５ 受取販売協力金  9,112   9,750   20,945   

６ その他  13,045 47,948 0.5 32,030 78,872 0.7 33,857 110,622 0.6 

           

           
 
 



注記事項 

（有価証券関係） （24ページ） 

当中間連結会計期間(平成16年９月30日現在) 

（訂正前） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 差額(千円) 

(1) 株式 137,170 74,877 △62,293 

計 137,170 74,877 △62,293 

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券の時価のある株式について59,278千円減
損処理を行っております。なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末にお
ける時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、時価の下落が一時的なものを除き
減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、原則として１年間回復しないものは、
著しく下落したものとして減損処理を行っております。 

（訂正後） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 差額(千円) 

(1) 株式 77,892 74,877 △3,014 

計 77,892 74,877 △3,014 

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券の時価のある株式について59,278千円減
損処理を行っております。なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末にお
ける時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、時価の下落が一時的なものを除き
減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、原則として１年間回復しないものは、
著しく下落したものとして減損処理を行っております。 

 
２.平成 17 年３月期個別中間財務諸表の概要の添付資料 

注記事項 

（中間損益計算書関係） （41ページ） 

（訂正前） 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 営業外収益の主要項目 １ 営業外収益の主要項目 １ 営業外収益の主要項目 
受取利息 11,021千円
賃貸料収入 26,752 
店舗備品 
受贈益 8,077 

受取販売 
協力金 

9,112 
 

受取利息 17,627千円
受取配当金 60,259 

賃貸料収入 26,117 
店舗備品 
受贈益 17,987 

受取販売 
協力金 15,246 

 

受取利息 23,149千円
賃貸料収入 56,500 
店舗備品 
受贈益 18,088 

受取販売 
協力金 

12,945 
 

（訂正後） 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 営業外収益の主要項目 １ 営業外収益の主要項目 １ 営業外収益の主要項目 
受取利息 11,021千円
賃貸料収入 26,752 
店舗備品 
受贈益 

8,077 

受取販売 
協力金 9,112 

 

受取利息 17,627千円
受取配当金 60,259 
賃貸料収入 26,117 
店舗備品 
受贈益 17,987 

  
 

受取利息 23,149千円
賃貸料収入 56,500 
店舗備品 
受贈益 

18,088 

受取販売 
協力金 12,945 

 

以  上 


