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１  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成22年５月28日に提出いたしました第86期( 自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)の有価証券報告

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有価証券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 

１ 連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

注記事項 

(リース取引関係) 

２ 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

② 損益計算書 

注記事項 

(損益計算書関係) 

(リース取引関係) 

 

  

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】 

１ 【連結財務諸表等】 

 (1) 【連結財務諸表】 

【注記事項】 

(リース取引関係) 

 

(訂正前) 
前連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 
  至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日) 

 (省略) リース取引開始日が平成21年２月28日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引 

(省略) 

 

(訂正後) 
前連結会計年度 

(自 平成20年３月１日 
  至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日) 

 (省略) １ ファイナンス・リース取引(借主側) 

リース取引開始日が平成21年２月28日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引 

(省略) 
 

 ２ オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 
 

 (借主側) 

１年以内 47,873千円 

１年超 2,004,830千円 

合計 2,052,704千円 

 (貸主側) 

１年以内 129,600千円 

１年超 1,134,000千円 

合計 1,263,600千円 

 

 

２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

 

 ② 【損益計算書】 
 

(訂正前) 
(単位:千円) 

 第85期 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

第86期 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

(省略)     

営業外収益     
受取利息  1,456  882
受取配当金  16,617  16,605

(省略)   

 

  



 

(訂正後) 
(単位:千円) 

 第85期 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

第86期 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

(省略)     

営業外収益     
受取利息  1,456  882 
受取配当金 ※1 16,617 ※1 16,605 

(省略)    
 
なお、上記財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはＸＢＲＬ形式のデータ一式(表示情報ファイルを含
む。)を提出いたします。 
 
 

【注記事項】 

(損益計算書関係) 
 

(訂正前) 
第85期 

(自 平成20年３月１日 
  至 平成21年２月28日) 

第86期 
(自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日) 

※１ 関係会社との取引に係るもの 
売上高には、関係会社からの賃貸収入825,148千
円が含まれております。 
劇場設備工事分担金2,563千円は、関係会社か
らのものであります。 
雑収入には関係会社からのものが、3,804千円含
まれております。 

※１ 関係会社との取引に係るもの 
売上高には、関係会社からの賃貸収入830,616千
円が含まれております。 
雑収入には関係会社からのものが、1,451千円含
まれております。 

 (省略) 
 

(訂正後) 
第85期 

(自 平成20年３月１日 
  至 平成21年２月28日) 

第86期 
(自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日) 

※１ 関係会社との取引に係るもの 
売上高には、関係会社からの賃貸収入825,148千
円が含まれております。 
受取配当金には関係会社からのものが、14,406
千円含まれております。 
劇場設備工事分担金2,563千円は、関係会社か
らのものであります。 
雑収入には関係会社からのものが、3,804千円含
まれております。 

※１ 関係会社との取引に係るもの 
売上高には、関係会社からの賃貸収入830,616千
円が含まれております。 
受取配当金には関係会社からのものが、14,406
千円含まれております。 
雑収入には関係会社からのものが、1,451千円含
まれております。 

 (省略) 

 



(リース取引関係) 

 

(訂正前) 
第85期 

(自 平成20年３月１日 
  至 平成21年２月28日) 

第86期 
(自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日) 

 (省略) リース取引開始日が平成21年２月28日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引 

(省略) 

 

 

(訂正後) 
第85期 

(自 平成20年３月１日 
  至 平成21年２月28日) 

第86期 
(自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日) 

 (省略) １ ファイナンス・リース取引(借主側) 

リース取引開始日が平成21年２月28日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引 

(省略) 
 

  ２ オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 
 

 (借主側) 

１年以内 47,873千円 

１年超 2,004,830千円 

合計 2,052,704千円 

 (貸主側) 

１年以内 129,600千円 

１年超 1,134,000千円 

合計 1,263,600千円 
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１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

代表取締役社長大谷信義は、当社の第86期( 自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)の有価証券報告

書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

 

 

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

 


