
平成23年５月20日 

各  位 

 

会 社 名   株式会社 エ ン チ ョ ー 

代 表 者    代表取締役社長     遠 藤 健 夫 

                                (ＪＡＳＤＡＱ コード番号 ８２０８） 

問合せ先     取締役経営企画室長   長谷川 英一 

                                           (ＴＥＬ ０５４５－５７－０８５０) 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」 

の一部訂正について 

 

平成23年５月11日15時10分に発表いたしました「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕(連

結)」の記載について一部訂正がありましたのでお知らせします。訂正個所は＿線を付して表示して

います。また、数値データにも誤りがありましたのでお知らせするとともに、訂正後の数値データ

を送信します。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

１．35ページ 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

 

２．45ページ 

５．個別財務諸表 

  （８）個別財務諸表に関する注記事項 

   (貸借対照表関係) 

－　1　－



【訂正前】 
５．個別財務諸表 

  （１）貸借対諸表 
（単位：千円）

        前事業年度 

(平成22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 

負債の部  

  流動負債  

    買掛金 6,000,491 6,855,983
    短期借入金 ※1 5,450,000 ※1 2,550,000
    1年内返済予定の長期借入金 ※1 4,754,300 ※1 1,512,032
    1年内償還予定の社債 193,200 ※1 893,200
    リース債務 324,106 251,640
    未払金 ※1 181,458 ※1 90,993
    未払費用 922,910 1,010,546
    未払法人税等 25,153 430,502
    未払消費税等 28,811 89,933
    前受金 35,683 50,090
    預り金 115,426 139,738
    仮受金 － ※2 573,206
    前受収益 30,608 33,916
    設備関係支払手形 － 975,072
    その他 65,814 66,148
    流動負債合計 18,127,964 15,523,005
  固定負債  

    社債 ※1 1,492,000 598,800
    長期借入金 ※1 5,243,692 ※1 10,267,978
    退職給付引当金 688,548 733,001
    リース債務 182,883 860,812
    長期未払金 ※1 698,827 ※1 631,863
    資産除去債務 － 118,471
    その他 288,900 288,606
    固定負債合計 8,594,853 13,499,534
  負債合計 26,722,817 29,022,539
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【訂正後】 
５．個別財務諸表 

  （１）貸借対諸表 
（単位：千円）

        前事業年度 

(平成22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 

負債の部  

  流動負債  

    買掛金 6,000,491 6,855,983
    短期借入金 ※1 5,450,000 ※1 2,550,000
    1年内返済予定の長期借入金 ※1 4,754,300 ※1 1,501,954
    1年内償還予定の社債 193,200 ※1 893,200
    リース債務 324,106 251,640
    未払金 ※1 181,458 ※1 90,993
    未払費用 922,910 1,010,546
    未払法人税等 25,153 430,502
    未払消費税等 28,811 89,933
    前受金 35,683 50,090
    預り金 115,426 139,738
    仮受金 － ※2 573,206
    前受収益 30,608 33,916
    設備関係支払手形 － 975,072
    その他 65,814 66,148
    流動負債合計 18,127,964 15,512,927
  固定負債  

    社債 ※1 1,492,000 598,800
    長期借入金 ※1 5,243,692 ※1 10,278,055
    退職給付引当金 688,548 733,001
    リース債務 182,883 860,812
    長期未払金 ※1 698,827 ※1 631,863
    資産除去債務 － 118,471
    その他 288,900 288,606
    固定負債合計 8,594,853 13,509,611
  負債合計 26,722,817 29,022,539
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【訂正前】 

（８）個別財務諸表に関する注記事項 

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

 ３ 

  

  

偶発債務 

(1)保証債務 

 下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し債

務保証を行っております。 

 ３

  

  

偶発債務 

保証債務 

 下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し債

務保証を行っております。 

  （会社名） （金額） 

  ㈱ジャンボ 40,500千円

  ㈱システック 5,000  

  ㈱ブロス 100,000  

  ㈲ＴＨエンタープライズ 270,000  

  計 415,500  
  

  （会社名） （金額） 

 ㈱ジャンボ 22,500千円

 ㈱システック 5,000  

 ㈱ブロス 100,000  

 ㈲ＴＨエンタープライズ 270,000  

 計 397,500  

  

  

(2)保証予約 

 下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し保

証予約を行っております。 

  

  

  

  

  （会社名） （金額） 

  ㈱システック 5,000千円

  計 5,000  
  

    

 

【訂正後】 

（８）個別財務諸表に関する注記事項 

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

 ３ 

  

  

偶発債務 

(1)保証債務 

 下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し債

務保証を行っております。 

 ３

  

  

偶発債務 

(1)保証債務 

 下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し債

務保証を行っております。 

  （会社名） （金額） 

  ㈱ジャンボ 40,500千円

  ㈱システック 5,000  

  ㈱ブロス 100,000  

  ㈲ＴＨエンタープライズ 270,000  

  計 415,500  
  

  （会社名） （金額） 

 ㈱ジャンボ 22,500千円

 ㈱システック 5,000  

 ㈱ブロス 100,000  

 ㈲ＴＨエンタープライズ 270,000  

 計 397,500  

  

  

(2)保証予約 

 下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し保

証予約を行っております。 

  

  

(2)経営指導念書 

下記の関係会社の金融機関よりの借入に対し経

営指導念書を差入れております。 

  （会社名） （金額） 

  ㈱システック 5,000千円

  計 5,000  
  

  （会社名） （金額） 

㈱ジャンボ 30,000千円

計 30,000  
 

 
以 上 
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