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平成 18 年６月 15 日 

 

各  位 

 

会 社 名  株式会社フュートレック 

代表者名  代表取締役社長  藤木 英幸 

（コード番号：2468 東証マザーズ） 

問合せ先  取締役管理本部長 池田 三春 

（TEL 06－4806－3112） 

 

（訂正）決算短信の一部訂正について 

 

｢平成 18 年３月期の決算短信（連結）および個別財務諸表の概要｣の記載内容に一部訂正

がありますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１. 訂正理由 

  ① 利益処分による役員賞与金の金額を、１株当たり情報の算定額より減算しましたの

で１株当たり情報を訂正いたします。 

  ② 表示方法の変更について、記載事項の発生により記載の訂正をいたします。 

 

２. 訂正内容 

   訂正箇所は  を付して表示しています。 

 

平成 18年３月期 決算短信（連結） 

（１）１ページ １.平成18年３月期の連結業績 

項目 訂正前 訂正後 

１株当たり当期純利益 4,825 円 54銭 4,704 円 36銭 

１株当たり株主資本 73,528 円 10 銭 73,419 円 12 銭 

 

（２）27ページ 注記事項（１株当たり情報） 

訂正前 

前連結会計年度  

 （自 平成16年４月 １日 

   至 平成 17年３月 31日） 

当連結会計年度 

 （自 平成17年４月 １日 

     至  平成 18年３月 31日） 

１株当たり純資産額         164,359.84 円 

１株当たり当期純利益金額  11,629.19 円 

１株当たり純資産額     73,528.10 円 

１株当たり当期純利益金額  4,825.54 円 
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

 （自 平成16年４月 １日 

  至 平成 17年３月 31日） 

当連結会計年度 

 （自 平成17年４月 １日 

  至 平成 18年３月 31日） 

当期純利益（千円）     33,899    99,554 

普通株主に帰属しない金額（千円）       －      － 

普通株式に係る当期純利益（千円）     33,899    99,554 

普通株式の期中平均株式数（株）      2,915    20,630 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

 

新株予約権  748 株 

 

訂正後 

前連結会計年度 

 （自 平成16年４月 １日 

   至 平成 17年３月 31日） 

当連結会計年度 

 （自 平成17年４月 １日 

     至 平成 18年３月 31日） 

１株当たり純資産額         164,359.84 円 

１株当たり当期純利益金額  11,629.19 円 

１株当たり純資産額     73,419.12 円 

１株当たり当期純利益金額  4,704.36 円 

 

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

 （自 平成16年４月 １日 

  至 平成 17年３月 31日） 

当連結会計年度 

（自 平成 17年４月 １日 

  至 平成 18年３月 31日） 

当期純利益（千円）     33,899    99,554 

普通株主に帰属しない金額（千円）       －        2,500 

 （うち利益処分による役員賞与金）       －    （2,500） 

普通株式に係る当期純利益（千円）     33,899    97,054 

普通株式の期中平均株式数（株）      2,915    20,630 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

 

新株予約権  748 株 
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平成 18年３月期 個別財務諸表の概要 

（３）31ページ １.平成 18年３月期の業績 

項目 訂正前 訂正後 

１株当たり当期純利益 4,772 円 53銭 4,651 円 35銭 

１株当たり株主資本 73,145 円 68 銭 73,036 円 70 銭 

配当性向 12.6％ 12.9％ 

 

（４）39ページ 表示方法の変更 

訂正前 

（該当事項なしとして記載せず） 

訂正後 

前事業年度 

 （自 平成16年４月 １日 

   至 平成 17年３月 31日） 

当事業年度 

 （自 平成17年４月 １日 

     至 平成 18年３月 31日） 

 

 

 

 

（損益計算書） 

｢広告宣伝費｣ は、販売費及び一般管理費の総額

の 100 分の５を超えたため、当事業年度より区分掲

記することにしました。 

なお、前事業年度は販売費及び一般管理費の ｢そ

の他｣ に 129千円含まれております。 

 

 

（５）43ページ 注記事項（１株当たり情報） 

訂正前 

前事業年度 

 （自 平成16年４月 １日 

   至 平成 17年３月 31日） 

当事業年度 

 （自 平成17年４月 １日 

     至 平成 18年３月 31日） 

１株当たり純資産額        162,811.67 円 

１株当たり当期純利益金額  8,569.45 円 

１株当たり純資産額     73,145.68 円 

１株当たり当期純利益金額  4,772.53 円 
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 (注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 

 （自 平成16年４月 １日 

  至 平成 17年３月 31日） 

当事業年度 

 （自 平成17年４月 １日 

  至 平成 18年３月 31日） 

当期純利益（千円）     24,980    98,460 

普通株主に帰属しない金額（千円）       －      － 

普通株式に係る当期純利益（千円）     24,980    98,460 

普通株式の期中平均株式数（株）      2,915    20,630 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

 

新株予約権  748 株 

 

訂正後 

前事業年度 

 （自 平成16年４月 １日 

   至 平成 17年３月 31日） 

当事業年度 

 （自 平成17年４月 １日 

     至 平成 18年３月 31日） 

１株当たり純資産額        162,811.67 円 

１株当たり当期純利益金額  8,569.45 円 

１株当たり純資産額     73,036.70 円 

１株当たり当期純利益金額  4,651.35 円 

 

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 

 （自 平成16年４月 １日 

  至 平成 17年３月 31日） 

当事業年度 

 （自 平成17年４月 １日 

  至 平成 18年３月 31日） 

当期純利益（千円）     24,980    98,460 

普通株主に帰属しない金額（千円）       －     2,500 

 （うち利益処分による役員賞与金）       －    （2,500） 

普通株式に係る当期純利益（千円）     24,980    95,960 

普通株式の期中平均株式数（株）      2,915    20,630 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

 

新株予約権  748 株 

 

                                             以上 


