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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年12月25日に提出いたしました第16期中（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）半

期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を

提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

２ 【中間財務諸表等】

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

２ 【中間財務諸表等】

　(１)　【中間財務諸表】　

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

（訂正前）

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
  至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
  至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

１　資産の評価基準及び
評価方法

(1) 有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(1) 有価証券

①満期保有目的の債券

同左

(1) 有価証券

①満期保有目的の債券

同左

 ②子会社株式及び関連会社株式
　　

移動平均法による原価法

②子会社株式及び関連会社株式

同左

②子会社株式及び関連会社株式

同左

 ③その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に
基づく時価法(評価差額は
全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均
法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(ただし、匿名組合出資金に
ついては個別法)

③その他有価証券

時価のあるもの

同左
　
　

 
　

時価のないもの

同左

　

　

③その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は全部
純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法
により算定)

時価のないもの

同左

　

　

 (2) デリバティブ

時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

①販売用不動産及び仕掛販売用
不動産

個別法に基づく原価法

②貯蔵品

先入先出法に基づく原価法

(3) たな卸資産

①販売用不動産及び仕掛販売用
不動産

同左

②貯蔵品

同左

(3) たな卸資産

①販売用不動産及び仕掛販売用
不動産

同左

②貯蔵品

同左

＜以下、略＞

（訂正後）
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

１　資産の評価基準及び
評価方法

(1) 有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(1) 有価証券

①満期保有目的の債券

同左

(1) 有価証券

①満期保有目的の債券

同左

 ②子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②子会社株式及び関連会社株式

同左

②子会社株式及び関連会社株式

同左

 ③その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に
基づく時価法(評価差額は
全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均
法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

　④その他の関係会社有価証券

個別法

③その他有価証券

時価のあるもの

同左
　
　
　
　

時価のないもの

同左

④その他の関係会社有価証券

同左

③その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は全部
純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法
により算定)

時価のないもの

同左

　④その他の関係会社有価証券

同左

 (2) デリバティブ

時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

①販売用不動産及び仕掛販売用
不動産

個別法に基づく原価法

②貯蔵品

先入先出法に基づく原価法
　

(3) たな卸資産

①販売用不動産及び仕掛販売用
不動産

同左

②貯蔵品

同左

(3) たな卸資産

①販売用不動産及び仕掛販売用
不動産

同左

②貯蔵品

同左

＜以下、略＞

 

 

　(１)　【中間財務諸表】

注記事項

（訂正前）

注記事項

(中間損益計算書関係)

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

※１　営業外収益の主要項目    

　　　　受取利息 49,884千円 57,148千円 72,637千円

　　　　受取配当金 69,609 136,617 177,584

違約金収入 26,170 50,490 83,099

※２　営業外費用の主要項目    

　　　　支払利息 815,556千円 1,356,209千円 1,889,945千円

※３　特別利益の主要項目    

　　　　建物売却益 ― 千円 3,611千円 ― 千円

　　　　土地売却益 　― 4,302 　―

※４　特別損失の主要項目    

　　　　車両運搬具売却損    

　　　　建物除却損 185千円 ― 千円 185千円

　　　　構築物除却損 　― 132,240 21,351

　　　　工具器具及び備品 　― 4,054 　―

　　　　除却損 　― 32 3,427

EDINET提出書類

日本綜合地所株式会社(E03978)

訂正半期報告書

3/4



　　　　建物取壊費用等 　― 19,000 53,352

５　減価償却費実施額    

　　　　有形固定資産 332,078千円 402,736千円 724,045千円

　　　　無形固定資産 10,012 12,749 20,022

 

（訂正後）

注記事項

(中間損益計算書関係)

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

※１　営業外収益の主要項目    

　　　　受取利息 49,884千円 57,148千円 72,637千円

　　　　受取配当金 69,609 136,617 177,584

違約金収入 26,170 50,490 83,099

※２　営業外費用の主要項目    

　　　　支払利息 698,201千円 1,203,317千円 1,641,087千円

　　　　社債利息 117,354 152,891 248,858

※３　特別利益の主要項目    

　　　　建物売却益 ― 千円 3,611千円 ― 千円

　　　　土地売却益 　― 4,302 　 ―

※４　特別損失の主要項目    

　　　　車両運搬具売却損    

　　　　建物除却損 185千円 ― 千円 185千円

　　　　構築物除却損 　― 132,240 21,351

　　　　工具器具及び備品 　― 4,054 　  ―

　　　　除却損 　― 32 3,427

　　　　建物取壊費用等 　― 19,000 53,352

５　減価償却費実施額    

　　　　有形固定資産 332,078千円 402,736千円 724,045千円

　　　　無形固定資産 10,012 12,749 20,022
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