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平成 19 年 12 月 10 日 

各 位 

会 社 名   株 式 会 社   資   生   堂 

代表者名   代表取締役社長 前 田 新 造 

（コード番号 ４９１１ 東証第１部） 

問合せ先    財務部ＩＲ室長  斉 藤 幸 博 

（ＴＥＬ．03-3572-5111） 

 

（訂正）「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」の一部訂正等に関するお知らせ 

 

 平成 19 年 10 月 25 日に公表いたしました「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の一部に訂正がありまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。また、当中間期の連結および単体の貸借対照表における、

内国法人の発行する譲渡性預金の取り扱いについての情報を、ご参考としてお知らせいたします。 

 

１．「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の一部訂正 

27 ページ   （1 株当たり情報）   （注）算定上の基礎 

訂正箇所は下線部分であります。 

 

（訂正前） 

２  １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

普通株式増加数(千株) 1,484 1,684 1,223

(うち新株予約権取得方式による

ストックオプション(千株)) 
(1,484) (1,684) (1,223)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権方式によるスト

ックオプション 

(新株予約権141個)。 

普通株式141千株 

 ―  

新株予約権方式によるスト

ックオプション 

(新株予約権429個) 

普通株式429千株 

 

（訂正後） 

２  １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

普通株式増加数(千株) 1,484 1,701 1,223

(うち新株予約権取得方式による

ストックオプション(千株)) 
(1,484) (1,701) (1,223)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

新株予約権方式によるスト

ックオプション 

(新株予約権141個)。 

普通株式141千株 

新株予約権方式によるスト

ックオプション 

(新株予約権159個)。 

普通株式159千株 

新株予約権方式によるスト

ックオプション 

(新株予約権429個) 

普通株式429千株 
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２．内国法人の発行する譲渡性預金の取り扱いについての参考情報 

平成 19 年 10 月 25 日に公表いたしました「平成 20 年 3 月期中間決算短信」では、内国法人の発行す

る譲渡性預金は「現金及び預金」に含めて表示しておりましたが、「中間(連結)財務諸表の用語、様式

及び作成方法に関する規則」の取り扱いに関する留意事項について(最終改正 平成 19 年 10 月２日)、

「金融商品会計に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会 平成 19 年７月４日 会計制度委員

会報告第 14 号)及び「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」の改正(日本公認会計士協会 平成 19 年 11 月６

日)に伴い、内国法人の発行する譲渡性預金の取り扱いが明瞭になったため、「第 108 期中 半期報告

書」では、表示科目を「有価証券」としております。当該事項の該当箇所は以下の下線部分でありま

す。 

 

「平成 20 年 3 月期 中間決算短信（11 ページ）」 

４．中間連結財務諸表 

 （１） 中間連結貸借対照表 

    前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金    55,283  65,107  82,453

２ 受取手形及び売掛金    100,969  106,474  104,603

３ 有価証券    44,955  47,226  68,544

 

「第 108 期中 半期報告書」 

中間連結貸借対照表 

    前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)              

Ⅰ 流動資産              

１ 現金及び預金    55,283   58,107    82,453  

２ 受取手形及び売掛金    100,969   106,474    104,603  

３ 有価証券     44,955   54,226    68,544  
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「平成 20 年 3 月期 中間決算短信（29 ページ）」 

５． 中間個別財務諸表 

  （１）中間貸借対照表 

    前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金  16,254    23,506 32,202   

２ 受取手形  148    153 219   

３ 売掛金  107,387    107,307 101,313   

４ 有価証券  33,468    30,470 54,217   

 

「第 108 期中 半期報告書」 

中間貸借対照表 

    前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金  16,254    16,506 32,202   

２ 受取手形  148    153 219   

３ 売掛金  107,387    107,307 101,313   

４ 有価証券  33,468    37,470 54,217   

 

以 上 


