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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９月27日に提出いたしました第53期中（自 平成19年１月１日 至 平成19年６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 

(1) 中間財務諸表 

  注記事項（中間貸借対照表関係） 
 

 

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】 

２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

（訂正前） 

前中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度末 
(平成18年12月31日) 

 ３ 偶発債務 

 次のとおり債務保証を行って

おります。 

 ３ 偶発債務 

 次のとおり債務保証を行って

おります。 

 ３ 偶発債務 

 次のとおり債務保証を行って

おります。 

㈱ADKインターナショナル 

買掛金 1百万円

 ㈱トライコミュニケーション 

買掛金 13百万円

DIK-OCEAN Advertising Co.,Ltd. 

借入金 85百万円

 ASATSU-DK (Malaysia) Sdn.Bhd. 

借入金 14百万円

 ASATSU-DK SINGAPORE Pte.Ltd. 

借入金 214百万円

 UNITED-ASATSU 

 INTERNATIONAL Ltd. 

借入金 91百万円

IMMG Pte.Ltd. 

借入金 57百万円

ASATSU (Thailand) Co.,Ltd. 

借入金 27百万円

 北京第一企画広告有限公司 

借入金 720百万円

 北京華聞旭通国際広告有限公司 

借入金 253百万円

広東広旭広告有限公司 

借入金 14百万円

マインドシェア・ジャパン㈱ 

買掛金 95百万円
   
計 1,589百万円

 

上記のうち取引先であるマ

インドシェア・ジャパン㈱以

外の保証債務は、関係会社に

対するものであります。 

㈱ADKインターナショナル 

買掛金 0百万円

 ㈱トライコミュニケーション 

買掛金 1百万円

 ASATSU-DK SINGAPORE Pte.Ltd. 

借入金・買掛金 293百万円

IMMG Pte.Ltd. 

借入金 64百万円

ASATSU (Thailand) Co.,Ltd. 

借入金 19百万円

Asatsu-DK (Malaysia) Sdn.Bhd. 

買掛金 16百万円

 北京第一企画広告有限公司 

借入金 468百万円

 北京華聞旭通国際広告有限公司 

借入金 267百万円

広東広旭広告有限公司 

借入金 16百万円

マインドシェア・ジャパン㈱ 

買掛金 238百万円
   
計 1,386百万円

 

上記のうち取引先であるマ

インドシェア・ジャパン㈱以

外の保証債務は、関係会社に

対するものであります。 

 ㈱ADKインターナショナル 

買掛金 6百万円

 ㈱トライコミュニケーション 

買掛金 3百万円

 DIK-OCEAN Advertising Co.,Ltd.

借入金 77百万円

 ASATSU-DK (Malaysia) Sdn.Bhd. 

借入金 15百万円

 ASATSU-DK SINGAPORE Pte.Ltd. 

借入金 248百万円

 IMMG Pte.Ltd. 

借入金 62百万円

 ASATSU (Thailand) Co.,Ltd. 

借入金 51百万円

 北京第一企画広告有限公司 

借入金 744百万円

 北京華聞旭通国際広告有限公司 

借入金 47百万円

 広東広旭広告有限公司 

借入金 15百万円

マインドシェア・ジャパン㈱ 

買掛金 30百万円
       
計 1,303百万円

 

上記のうち、マインドシェア・

ジャパン㈱以外の保証債務につい

ては、関係会社に対するものであ

ります。 

 

3



（訂正後） 

前中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度末 
(平成18年12月31日) 

 ３ 偶発債務 

 次のとおり債務保証を行って

おります。 

 ３ 偶発債務 

 次のとおり債務保証を行って

おります。 

 ３ 偶発債務 

 次のとおり債務保証を行って

おります。 

㈱ADKインターナショナル 

買掛金 1百万円

 ㈱トライコミュニケーション 

買掛金 13百万円

DIK-OCEAN Advertising Co.,Ltd. 

借入金 85百万円

 ASATSU-DK (Malaysia) Sdn.Bhd. 

借入金 14百万円

 ASATSU-DK SINGAPORE Pte.Ltd. 

借入金 214百万円

 UNITED-ASATSU 

 INTERNATIONAL Ltd. 

借入金 91百万円

IMMG Pte.Ltd. 

借入金 57百万円

ASATSU (Thailand) Co.,Ltd. 

借入金 27百万円

 北京第一企画広告有限公司 

借入金 720百万円

 北京華聞旭通国際広告有限公司 

借入金 253百万円

広東広旭広告有限公司 

借入金 14百万円

マインドシェア・ジャパン㈱ 

買掛金 95百万円
   
計 1,589百万円

 

上記のうち取引先であるマ

インドシェア・ジャパン㈱以

外の保証債務は、関係会社に

対するものであります。 

㈱ADKインターナショナル 

買掛金 0百万円

 ㈱トライコミュニケーション 

買掛金 1百万円

 ASATSU-DK SINGAPORE Pte.Ltd. 

借入金・買掛金 293百万円

IMMG Pte.Ltd. 

借入金 64百万円

ASATSU (Thailand) Co.,Ltd. 

借入金 19百万円

Asatsu-DK (Malaysia) Sdn.Bhd. 

買掛金 16百万円

 北京第一企画広告有限公司 

借入金 468百万円

 北京華聞旭通国際広告有限公司 

借入金 267百万円

広東広旭広告有限公司 

借入金 16百万円

マインドシェア・ジャパン㈱ 

買掛金 238百万円
   
計 1,386百万円

 

上記のうち取引先であるマ

インドシェア・ジャパン㈱以

外の保証債務は、関係会社に

対するものであります。 

 ㈱ADKインターナショナル 

買掛金 6百万円

 ㈱トライコミュニケーション 

買掛金 3百万円

 DIK-OCEAN Advertising Co.,Ltd.

借入金 23百万円

 ASATSU-DK (Malaysia) Sdn.Bhd. 

借入金 15百万円

 ASATSU-DK SINGAPORE Pte.Ltd. 

借入金 248百万円

 IMMG Pte.Ltd. 

借入金 62百万円

 ASATSU (Thailand) Co.,Ltd. 

借入金 51百万円

 北京第一企画広告有限公司 

借入金 498百万円

 北京華聞旭通国際広告有限公司 

借入金 47百万円

 広東広旭広告有限公司 

借入金 15百万円

マインドシェア・ジャパン㈱ 

買掛金 30百万円
       
計 1,002百万円

 

上記のうち、マインドシェア・

ジャパン㈱以外の保証債務につい

ては、関係会社に対するものであ

ります。 
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