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(訂正)平成 20 年８月期 中間決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成20年４月14日に発表いたしました｢平成20年８月期 中間決算短信｣の記載内容に一部誤りがあり

ましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

訂正箇所は下線で表示しております。 
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

    (中間連結貸借対照表関係) 

(訂正前) 

前中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年２月29日) 

前連結会計年度 

(平成19年８月31日) 

 

※１ 有形固定資産 

   の減価償却 

   累計額 

1,207,500千円

 

 

※１ 有形固定資産

   の減価償却 

   累計額 

1,319,585千円

 

 

※１ 有形固定資産 

   の減価償却 

   累計額 

1,252,328千円

 
   

※２ 担保に供している資産 

建物及び 

構築物 
971,914千円

土地 1,550,429 

長期前払費用 70,269 

保険積立金 23,372 

   計 2,615,986千円

上 記 物 件 は 長 期 借 入 金

670,540千円、一年以内返済予

定の長期借入金307,700千円

及び短期借入金1,092,128千

円の担保に供しております。 

※２ 担保に供している資産 

建物及び 

構築物 
1,091,079千円

土地 1,505,755 

その他 

(投資その他

の資産) 

93,013 

   計 2,689,847千円

上 記 物 件 は 長 期 借 入 金

475,350千円、一年以内返済予

定の長期借入金195,190千円

及び短期借入金2,200,000千

円の担保に供しております。

※２ 担保に供している資産 

建物及び 

構築物 
1,125,520千円

土地 1,570,755 

その他 

(投資その他 

の資産) 

93,642 

   計 2,789,917千円

上 記 物 件 は 長 期 借 入 金

568,050千円、一年以内返済予

定の長期借入金225,630千円

及び短期借入金1,700,000千

円の担保に供しております。

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(訂正後) 

前中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年２月29日) 

前連結会計年度 

(平成19年８月31日) 

 

※１ 有形固定資産 

   の減価償却 

   累計額 

1,207,500千円

 

 

※１ 有形固定資産

   の減価償却 

   累計額 

1,282,887千円

 

 

※１ 有形固定資産 

   の減価償却 

   累計額 

1,252,328千円

 
   

※２ 担保に供している資産 

建物及び 

構築物 
971,914千円

土地 1,550,429 

長期前払費用 70,269 

保険積立金 23,372 

   計 2,615,986千円

上 記 物 件 は 長 期 借 入 金

670,540千円、一年以内返済予

定の長期借入金307,700千円

及び短期借入金1,092,128千

円の担保に供しております。 

※２ 担保に供している資産 

建物及び 

構築物 
1,091,079千円

土地 1,505,755 

その他 

(投資その他

の資産) 

93,013 

   計 2,689,847千円

上 記 物 件 は 長 期 借 入 金

475,350千円、一年以内返済予

定の長期借入金195,190千円

及び短期借入金1,800,000千

円の担保に供しております。

※２ 担保に供している資産 

建物及び 

構築物 
1,125,520千円

土地 1,570,755 

その他 

(投資その他 

の資産) 

93,642 

   計 2,789,917千円

上 記 物 件 は 長 期 借 入 金

568,050千円、一年以内返済予

定の長期借入金225,630千円

及び短期借入金1,700,000千

円の担保に供しております。
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 (7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

     (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 19 年９月１日 至 平成 20 年２月 29 日) 

       ４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(訂正前) 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年11月29日 
定時株主総会 

普通株式 63,513

 
普通配当 30

記念配当 15

 合計 45
 

平成19年８月31日 平成19年11月30日

 

(訂正後) 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年11月29日 
定時株主総会 

普通株式 63,513

 
普通配当 30

特別配当 15

 合計 45
 

平成19年８月31日 平成19年11月30日
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 

    (中間貸借対照表関係) 

(訂正前) 

前中間会計期間末 

(平成19年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成20年２月29日) 

前事業年度 

(平成19年８月31日) 

 

※１ 有形固定資産 

   の減価償却 

   累計額 

1,188,389千円

 

 

※１ 有形固定資産

   の減価償却 

   累計額 

1,292,119千円

 

 

※１ 有形固定資産 

   の減価償却 

   累計額 

1,235,999千円

 
   

※２ 担保資産及び担保付債務は次

のとおりであります。 

    (担保に供している資産) 

建物 816,232千円 

構築物 14,097 

土地 1,392,915 

長期前払費用 70,269 

保険積立金 23,372 

   計 2,316,887千円 

    (担保付債務) 

短期借入金 1,092,128千円

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

280,820 

長期借入金 455,350 

   計 1,828,298千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務は次

のとおりであります。 

    (担保に供している資産) 

建物 940,787千円

構築物 14,995 

土地 1,348,241 

長期前払費用 67,760 

保険積立金 25,253 

   計 2,397,037千円

    (担保付債務) 

短期借入金 2,200,000千円

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

168,310 

長期借入金 287,040 

   計 2,655,350千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務は次

のとおりであります。 

    (担保に供している資産) 

建物 970,975千円

構築物 16,143 

土地 1,413,241 

長期前払費用 70,269 

保険積立金 23,372 

   計 2,494,001千円

    (担保付債務) 

短期借入金 1,700,000千円

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

198,750 

長期借入金 366,300 

   計 2,265,050千円
 

   

 

(訂正後) 

前中間会計期間末 

(平成19年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成20年２月29日) 

前事業年度 

(平成19年８月31日) 

 

※１ 有形固定資産 

   の減価償却 

   累計額 

1,188,389千円

 

 

※１ 有形固定資産

   の減価償却 

   累計額 

1,263,255千円

 

 

※１ 有形固定資産 

   の減価償却 

   累計額 

1,235,999千円

 
   

※２ 担保資産及び担保付債務は次

のとおりであります。 

    (担保に供している資産) 

建物 816,232千円 

構築物 14,097 

土地 1,392,915 

長期前払費用 70,269 

保険積立金 23,372 

   計 2,316,887千円 

    (担保付債務) 

短期借入金 1,092,128千円

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

280,820 

長期借入金 455,350 

   計 1,828,298千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務は次

のとおりであります。 

    (担保に供している資産) 

建物 940,787千円

構築物 14,995 

土地 1,348,241 

長期前払費用 67,760 

保険積立金 25,253 

   計 2,397,037千円

    (担保付債務) 

短期借入金 1,800,000千円

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

168,310 

長期借入金 287,040 

   計 2,255,350千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務は次

のとおりであります。 

    (担保に供している資産) 

建物 970,975千円

構築物 16,143 

土地 1,413,241 

長期前払費用 70,269 

保険積立金 23,372 

   計 2,494,001千円

    (担保付債務) 

短期借入金 1,700,000千円

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

198,750 

長期借入金 366,300 

   計 2,265,050千円
 

   

以上 


