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【表紙】 
 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年６月５日 

【事業年度】 第142期（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

【会社名】 松竹株式会社 

【英訳名】 Shochiku Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  迫本 淳一 

【本店の所在の場所】 東京都中央区築地四丁目１番１号 

【電話番号】 03（5550）1516 

【事務連絡者氏名】 経理・財務担当取締役  油谷 曻 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地四丁目１番１号 

【電話番号】 03（5550）1516 

【事務連絡者氏名】 経理・財務担当取締役  油谷 曻 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

証券会員制法人福岡証券取引所 

（福岡市中央区天神二丁目14番２号） 

証券会員制法人札幌証券取引所 

（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１） 
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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20年５月29日に提出いたしました第142期（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日）の有価証券報

告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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 

（重要な後発事象） 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   を付して表示しております。 
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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 

（重要な後発事象） 

 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

〈省略〉 〈前略〉 

 ２．当社は、平成20年４月25日開催の取締役会におい

て、大阪府大阪市所在の土地建物を譲渡することを

決議いたしました。 

 (1）目的 

 保有資産の効率的運用及び財務体質の強化のため

 (2）譲渡先 

 有限会社ニルマル プレーム コーポレーション 

 (3）譲渡物件 

 土地（地積1,469.74㎡）宅地 

建物（延床面積6,916.54㎡）映画館,店舗,機械室

鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 

陸屋根地下１階付５階建 

 (4）譲渡の時期 

 平成20年５月30日 契約締結（予定） 

 平成20年６月25日 物件引渡し（予定） 

 (5）譲渡価格 

 
 

譲渡価格 5,200,000千円

簿価及び譲渡費用 1,206,482千円
  

 (6）損益に与える影響 

 上記固定資産の譲渡により特別利益「固定資産売

却益」3,993,517千円を翌連結会計年度において

計上する予定です。 

 



 

－  － 
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（訂正後） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

〈省略〉 〈前略〉 

 ２．当社は、平成20年４月25日開催の取締役会におい

て、大阪府大阪市所在の土地建物を譲渡することを

決議いたしました。 

 (1）目的 

 保有資産の効率的運用及び財務体質の強化のため

 (2）譲渡先 

 未定（決定次第、報告いたします。） 

 (3）譲渡物件 

 土地（地積1,469.74㎡）宅地 

建物（延床面積6,916.54㎡）映画館,店舗,機械室

鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 

陸屋根地下１階付５階建 

 (4）譲渡の時期 

 未定（決定次第、報告いたします。） 

 (5）譲渡価格 

 
 

譲渡価格 5,200,000千円

簿価及び譲渡費用 1,206,482千円
  

 (6）損益に与える影響 

 上記固定資産の譲渡により特別利益「固定資産売

却益」3,993,517千円を翌連結会計年度において

計上する予定です。 

 



 

－  － 
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２【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

〈省略〉 〈前略〉 

 ２．当社は、平成20年４月25日開催の取締役会におい

て、大阪府大阪市所在の土地建物を譲渡することを

決議いたしました。 

 (1）目的 

 保有資産の効率的運用及び財務体質の強化のため

 (2）譲渡先 

 有限会社ニルマル プレーム コーポレーション 

 (3）譲渡物件 

 土地（地積1,469.74㎡）宅地 

建物（延床面積6,916.54㎡）映画館,店舗,機械室

鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 

陸屋根地下１階付５階建 

 (4）譲渡の時期 

 平成20年５月30日 契約締結（予定） 

 平成20年６月25日 物件引渡し（予定） 

 (5）譲渡価格 

 
 

譲渡価格 5,200,000千円

簿価及び譲渡費用 1,206,482千円
  

 (6）損益に与える影響 

 上記固定資産の譲渡により特別利益「固定資産売

却益」3,993,517千円を翌事業年度において計上

する予定です。 

 



 

－  － 
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（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

〈省略〉 〈前略〉 

 ２．当社は、平成20年４月25日開催の取締役会におい

て、大阪府大阪市所在の土地建物を譲渡することを

決議いたしました。 

 (1）目的 

 保有資産の効率的運用及び財務体質の強化のため

 (2）譲渡先 

 未定（決定次第、報告いたします。） 

 (3）譲渡物件 

 土地（地積1,469.74㎡）宅地 

建物（延床面積6,916.54㎡）映画館,店舗,機械室

鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造 

陸屋根地下１階付５階建 

 (4）譲渡の時期 

 未定（決定次第、報告いたします。） 

 (5）譲渡価格 

 
 

譲渡価格 5,200,000千円

簿価及び譲渡費用 1,206,482千円
  

 (6）損益に与える影響 

 上記固定資産の譲渡により特別利益「固定資産売

却益」3,993,517千円を翌事業年度において計上

する予定です。 

 




