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平成１８年６月１６日 

各      位 

 
会社名 株 式 会 社 ア イ レ ッ ク ス              
代表者 代表取締役社長 黒岩 藩  

（JASDAQ コード番号 ６９４４） 
                             問い合わせ先 

取締役管理本部長 井上 重樹 
ＴＥＬ ０４５（９３４）１１１１ 

 
平成１８年３月期「決算短信（連結）」及び平成１８年３月期「個別財務諸表の概要」、

並びに過年度の決算短信等の一部訂正について 
 
 
平成 18年 5 月 26日に発表いたしました「平成１８年３月期決算短信（連結）」及び「個別財務諸表

の概要」、並びに過年度の同開示資料の記載事項に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いた

します。 

なお、訂正箇所につきましては各々下線  を付して表示しております。 

 
記 

 
Ⅰ．退職給付関係の訂正と税効果会計関係の追加、並びにその他の記載項目の訂正について  
 
訂正箇所 
１．平成１８年３月期 決算短信（連結） 

(1). 表紙 （参考） ２ぺージ目 

訂正理由：記載の誤りによるものであります。 

＜訂正前＞ 

１．「１８年３月の連結業績」指標算式 

１）1株当たり当期純利益 

当期純利益 － 優先株式配当金総額 

期中平均普通株式数 

２）1株当たり株主資本 

期末株主資本 ― 期末発行済優先株式数 × 発行価額 ― 優先株式配当金総額 

期末発行済普通株式数 

２．（省略） 

 

＜訂正後＞ 

１．「１８年３月の連結業績」指標算式 

１）1株当たり当期純利益 

 当期純利益 － 優先株式配当金総額  

期中平均普通株式数－期中平均自己株式数 

２）1株当たり株主資本 

期末株主資本 ― 期末発行済優先株式数 × 発行価額 ― 優先株式配当金総額 

期末発行済普通株式数－自己株式数 

２．（省略） 
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(2). 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象 １５～１６ページ 

訂正理由：脱字による記載の誤りによるものであります。 

  ＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年10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) 

 

 

（前略） 

また、当中間連結会計期間は受注計画の大幅な未達か
ら事業計画の見直しを余儀なくされ計画外の減損損失
を計上し、遺憾ながら大幅な債務超過となりました。そ

こで早急に財務体質の改善、有利子負債の圧縮、製造コ
スト削減のための設備投資等により、収益の改善を図る
ため、99％の無償減資の実施、並びに親会社であるＴＣ

Ｓホールディングス株式会社のご支援を得て第三者割
当による総額30億円の新株発行を決議し、平成18年1月
25日開催の臨時株主総会での承認を経手続きを完了し、

債務超過の解消と有利子負債の一部返済を実施いたし
ました。 
（後略） 

  ＜訂正後＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年10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) 

 

 

（前略） 

また、当中間連結会計期間は受注計画の大幅な未達か
ら事業計画の見直しを余儀なくされ計画外の減損損失
を計上し、遺憾ながら大幅な債務超過となりました。そ

こで早急に財務体質の改善、有利子負債の圧縮、製造コ
スト削減のための設備投資等により、収益の改善を図る
ため、99％の無償減資の実施、並びに親会社であるＴＣ

Ｓホールディングス株式会社のご支援を得て第三者割
当による総額30億円の新株発行を決議し、平成18年1月
25日開催の臨時株主総会での承認を経て平成18年2月28

日付けで一連の資本増強手続きを完了し、債務超過の解
消と有利子負債の一部返済を実施いたしました。 
（後略） 

 

(3). 注記事項 

①(連結損益計算書関係) ２３ページ 

訂正理由：厚生年金基金への拠出金会社負担分を計上する勘定科目の誤りによる訂正であります。 

＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年10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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
荷造運送費 36,950千円
報酬及び給与 156,014千円

賞与引当金繰入額 13,045千円
退職給付費用 6,526千円
報酬手数料 61,651千円

減価償却費 14,573千円
製品補償費 6,718千円

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
荷造運送費 63,671千円
報酬及び給与 303,304千円

賞与引当金繰入額 13,703千円
退職給付費用 13,013千円
報酬手数料 107,658千円

減価償却費 19,660千円
製品補償費 2,591千円
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＜訂正後＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年10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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
荷造運送費 36,950千円
報酬及び給与 156,014千円

賞与引当金繰入額 13,045千円
退職給付費用 12,213千円
報酬手数料 61,651千円

減価償却費 14,573千円
製品補償費 6,718千円

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
荷造運送費 63,671千円
報酬及び給与 303,304千円

賞与引当金繰入額 13,703千円
退職給付費用 27,058千円
報酬手数料 107,658千円

減価償却費 19,660千円
製品補償費 2,591千円

  
 

②(退職給付関係)  ２８ページ 

訂正理由：厚生年金基金への拠出金会社負担分を計上する勘定科目の誤りによるもの、及び年

金基金への要拠出額を総額で記載していたことによる誤りの訂正であります。 

＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年10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 （省略） 
  

１ （省略） 
  

２ （省略） 
 

２ （省略） 
  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 22,455千円
② 利息費用 6,317 
③ 期待運用収益(年金資産) △1,479 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 10,169 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 13,182 

⑥ 退職給付費用 50,645 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。 
  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 42,980千円
② 利息費用 12,508 
③ 期待運用収益(年金資産) △2,997 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 18,904 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 21,970 

⑥ 退職給付費用 93,366 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。 
  

４ （省略） 
 

４ （省略） 
 

５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額120,595千円を退職
給付費用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成17年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、2,196,837千円でありま
す。 

５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額88,443千円を退職給
付費用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成18年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、1,692,232千円でありま
す。 

 



 4 

＜訂正後＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年10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 （省略） 
  

１ （省略） 
  

２ （省略） 
 

２ （省略） 
  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 22,455千円
② 利息費用 6,317 
③ 期待運用収益(年金資産) △1,479 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 10,169 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 13,182 

  小  計 50,645 
⑥ 厚生年金基金拠出金 32,237 

  合  計 82,882 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 42,980千円
② 利息費用 12,508 
③ 期待運用収益(年金資産) △2,997 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 18,904 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 21,970 

  小  計 93,366 
⑥ 厚生年金基金拠出金 62,319 

  合  計 155,685 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。  
４ （省略） 
 

４ （省略） 
 

５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額32,237千円を退職給
付費用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成17年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、2,196,837千円でありま
す。 

５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額62,319千円を退職給
付費用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成18年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、1,692,232千円でありま
す。 
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③(税効果会計関係) 

訂正理由：平成 18年 5 月 26日の決算短信発表時に記載しておりませんでしたので追加いたし

ます。 

＜追加＞ 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

 繰延税金資産  
  税務上の繰越欠損金 1,427,195千円
  未払事業所税 3,841千円

  貸倒引当金 1,439千円
  賞与引当金 32,292千円
  一括償却資産 4,530千円

  退職給付引当金 139,389千円
  会員権評価損 20,780千円
  事業再編整理損失 145,887千円

  その他 10,360千円

   繰延税金資産小計 1,785,717千円
  評価性引当金 △1,785,717千円

   繰延税金資産合計 －千円

 繰延税金負債  
  その他有価証券評価差額金 42,880千円

   繰延税金負債合計 42,880千円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳 

  税引前当期純損失を計上しているため、記載し
ておりません。 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

 繰延税金資産  
  税務上の繰越欠損金 1,720,252千円
  未払事業所税 146千円

  貸倒引当金 65,195千円
  賞与引当金 6,698千円
  一括償却資産 2,765千円

  退職給付引当金 146,913千円
  会員権評価損 11,658千円
  事業再編整理損失 145,887千円

  減損損失 577,894千円
  その他 △1,589千円

   繰延税金資産小計 2,675,824千円
  評価性引当金 △2,664,109千円

   繰延税金資産合計 11,715千円

 繰延税金負債  
  その他有価証券評価差額金 105,443千円

   繰延税金負債合計 105,443千円

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳 

同左 

 
 
２．平成１８年３月期 個別財務諸表の概要 

(1). 表紙 （参考） ２ページ 

訂正理由：記載の誤りによるものであります。 

＜訂正前＞ 

１．「１８年３月の業績」指標算式 

１）1株当たり当期純利益 

当期純利益 － 優先株式配当金総額 

期中平均普通株式数 

２）1株当たり株主資本 

期末株主資本 ― 期末発行済優先株式数 × 発行価額 ― 優先株式配当金総額 

期末発行済普通株式数 

２．（省略） 
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＜訂正後＞ 

１．「１８年３月の業績」指標算式 

１）1株当たり当期純利益 

 当期純利益 － 優先株式配当金総額  

期中平均普通株式数－期中平均自己株式数 

２）1株当たり株主資本 

期末株主資本 ― 期末発行済優先株式数 × 発行価額 ― 優先株式配当金総額 

期末発行済普通株式数－自己株式数 

２．（省略） 

 

(2). 個別財務諸表等 
財務諸表 
②損益計算書  ６ページ 

訂正理由：厚生年金基金への拠出金会社負担分を計上する勘定科目の誤りによる訂正であります。 

 ＜訂正前＞ 

  
前事業年度 

(自 平成16年10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) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高        

   売上高 ※１  2,848,743 100.0  4,515,744 100.0 

Ⅱ 売上原価        
        

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

   荷造運賃  15,329   38,930   

   役員報酬  24,218   41,999   

   給料手当  78,693   178,614   

   賞与引当金繰入額  3,599   ―   

   退職給付費用  5,372   10,845   

   福利厚生費  4,978   2,924   

   法定福利費  17,464   34,983   

   交際費  5,441   7,673   
        

   その他  37,000 260,281 9.1 67,160 490,385 10.8 

  営業損失   551,132 △19.3  1,030,107 △22.8 

 ＜訂正後＞ 

  
前事業年度 

(自 平成16年10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) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高        

   売上高 ※１  2,848,743 100.0  4,515,744 100.0 

Ⅱ 売上原価        

        

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

   荷造運賃  15,329   38,930   

   役員報酬  24,218   41,999   

   給料手当  78,693   178,614   

   賞与引当金繰入額  3,599   ―   

   退職給付費用  11,059   24,890   

   福利厚生費  4,978   2,924   

   法定福利費  11,777   20,938   

   交際費  5,441   7,673   
        

   その他  37,000 260,281 9.1 67,160 490,385 10.8 

  営業損失   551,132 △19.3  1,030,107 △22.8 
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(3). 注記事項 

①(税効果会計関係) 

訂正理由：平成 18年 5 月 26日の決算短信発表時に記載しておりませんでしたので追加いたし

ます。 

＜追加＞ 
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

繰延税金資産  
税務上の繰越欠損金 1,276,007千円
未払事業税 2,596千円

貸倒引当金 1,439千円
賞与引当金 10,078千円
一括償却資産 4,298千円

退職給付引当金 128,920千円
会員権評価損 12,430千円
事業再編整理損失 811,241千円

その他 △14千円

繰延税金資産合計 2,247,000千円
評価性引当金 △2,247,000千円

繰延税金資産の純額 －千円

繰延税金負債  
 その他有価証券評価差額金 40,446千円

繰延税金負債合計 40,446千円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

繰延税金資産  
税務上の繰越欠損金 1,720,252千円
未払事業税 6千円

貸倒引当金 65,195千円
一括償却資産 2,765千円
退職給付引当金 146,134千円

会員権評価損 11,658千円
事業再編整理損失 811,241千円
減損損失 577,894千円

その他 △99千円

繰延税金資産合計 3,335,050千円
評価性引当金 △3,335,050千円

繰延税金資産の純額 －千円

繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 105,443千円

繰延税金負債合計 105,443千円

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

  税引前当期純損失を計上しているため、記載して

おりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 

同左 

 

３．平成１７年３月期 決算短信（連結） 

(1). 注記事項 

①(連結損益計算書関係)  ２０ページ目 

訂正理由：厚生年金基金への拠出金会社負担分を計上する勘定科目の誤りによる訂正であります。 

＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
荷造運送費 56,923千円
報酬及び給与 278,232千円
賞与引当金繰入額 9,062千円

退職給付費用 9,624千円
報酬手数料 77,962千円

減価償却費 20,333千円
製品補償費 29,697千円

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
荷造運送費 36,950千円
報酬及び給与 156,014千円
賞与引当金繰入額 13,045千円

退職給付費用 6,526千円
報酬手数料 61,651千円

減価償却費 14,573千円
製品補償費 6,718千円
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＜訂正後＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
荷造運送費 56,923千円
報酬及び給与 278,232千円

賞与引当金繰入額 9,062千円
退職給付費用 19,671千円
報酬手数料 77,962千円

減価償却費 20,333千円
製品補償費 29,697千円

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
荷造運送費 36,950千円
報酬及び給与 156,014千円

賞与引当金繰入額 13,045千円
退職給付費用 12,213千円
報酬手数料 61,651千円

減価償却費 14,573千円
製品補償費 6,718千円

  

 

②(退職給付関係) ２４ページ目 

訂正理由：厚生年金基金への拠出金会社負担分を計上する勘定科目の誤りによるもの、及び年金

基金への要拠出額を総額で記載していたことによる誤りの訂正であります。 

＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ （省略） 
  

１ （省略） 
  

２ （省略） 
  

２ （省略） 
  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 38,354千円
② 利息費用 8,765 
③ 期待運用収益(年金資産) △2,161 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 13,844 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 17,576 
⑥ 退職給付費用 76,379 

 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費
用は、①勤務費用に計上しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 22,455千円
② 利息費用 6,317 
③ 期待運用収益(年金資産) △1,479 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 10,169 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 13,182 
⑥ 退職給付費用 50,645 

 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費
用は、①勤務費用に計上しております。 

  
４ （省略） 
  

４ （省略） 
  

５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額117,421千円を退職
給付費用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成16年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、2,119,149千円でありま
す。 

５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額 120,595千円を退職
給付費用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成17年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、2,196,837千円でありま
す。 
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＜訂正後＞ 
前連結会計年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ （省略） 
  

１ （省略） 
  

２ （省略） 
  

２ （省略） 
  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 38,354千円
② 利息費用 8,765 
③ 期待運用収益(年金資産) △2,161 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 13,844 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 17,576 

  小  計 76,379 
⑥ 厚生年金基金拠出金 56,449 

  合  計 132,829 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 22,455千円
② 利息費用 6,317 
③ 期待運用収益(年金資産) △1,479 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 10,169 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 13,182 

  小  計 50,645 
⑥ 厚生年金基金拠出金 32,237 

  合  計 82,882 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。  
４ （省略） 
  

４ （省略） 
  

５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額 56,449退職給付費
用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成17年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、2,119,149千円でありま
す。 

５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額 32,237千円を退職
給付費用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成17年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、2,196,837千円でありま
す。 
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４．平成１７年３月期 個別財務諸表の概要 

(1). 個別財務諸表等 ５ページ目 
財務諸表 
②損益計算書 

訂正理由：厚生年金基金への拠出金会社負担分を計上する勘定科目の誤りによる訂正であります。 

  ＜訂正前＞ 

     
前事業年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高               
   売上高     4,985,932 100.0   2,848,743 100.0 
Ⅱ 売上原価               
                

Ⅲ 販売費及び一般管理費               
   荷造運賃   31,010     15,329     
   役員報酬   55,073     24,218     
   給料手当   141,144     78,693     
   賞与   959     ―     
   賞与引当金繰入額   4,002     3,599     
   退職給付費用   8,438     5,372     
   福利厚生費   23,848     4,978     
   法定福利費   32,580     17,464     
   交際費   13,288     5,441     
                

   その他   77,682 460,060 9.2 37,000 260,281 9.1 
  営業損失     839,285 △16.8   551,132 △19.3 

  
 ＜訂正後＞ 

     
前事業年度 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高               
   売上高     4,985,932 100.0   2,848,743 100.0 
Ⅱ 売上原価               
                

Ⅲ 販売費及び一般管理費               
   荷造運賃   31,010     15,329     
   役員報酬   55,073     24,218     
   給料手当   141,144     78,693     
   賞与   959     ―     
   賞与引当金繰入額   4,002     3,599     
   退職給付費用   18,485     11,059     
   福利厚生費   23,848     4,978     
   法定福利費   22,532     11,777     
   交際費   13,288     5,441     
                

   その他   77,682 460,060 9.2 37,000 260,281 9.1 
  営業損失     839,285 △16.8   551,132 △19.3 
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５．平成１６年９月期 決算短信（連結） 

(1). 注記事項 

①(連結損益計算書関係)  １７ページ目 

訂正理由：厚生年金基金への拠出金会社負担分を計上する勘定科目の誤りによる訂正であります。 

＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

(自 平成15年２月１日 
至 平成16年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
荷造運送費 131,726千円

報酬及び給与 465,019千円
賞与引当金繰入額 3,970千円

退職給付費用 14,255千円
減価償却費 24,837千円
製品補償費 11,962千円

貸倒引当金繰入額 122千円
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
荷造運送費 56,923千円

報酬及び給与 278,232千円
賞与引当金繰入額 9,062千円

退職給付費用 9,624千円
報酬手数料 77,962千円
減価償却費 20,333千円

製品補償費 29,697千円
  

  
＜訂正後＞ 

前連結会計年度 
(自 平成15年２月１日 
至 平成16年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
荷造運送費 131,726千円

報酬及び給与 465,019千円
賞与引当金繰入額 3,970千円

退職給付費用 14,255千円
減価償却費 24,837千円
製品補償費 11,962千円

貸倒引当金繰入額 122千円
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
荷造運送費 56,923千円

報酬及び給与 278,232千円
賞与引当金繰入額 9,062千円

退職給付費用 19,671千円
報酬手数料 77,962千円
減価償却費 20,333千円

製品補償費 29,697千円
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②(退職給付関係) ２０ページ目 

訂正理由：厚生年金基金への拠出金会社負担分を計上する勘定科目の誤りによるもの、及び年金

基金への要拠出額を総額で記載していたことによる誤りの訂正であります。 

＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

(自 平成15年２月１日 
至 平成16年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

１ （省略） 
  

１ （省略） 
  

２ （省略） 
  

２ （省略） 
  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 52,893千円
② 利息費用 12,307 

③ 期待運用収益(年金資産) △2,811 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 20,921 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 26,364 

⑥ 退職給付費用 109,674 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。 
  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 38,354千円
② 利息費用 8,765 
③ 期待運用収益(年金資産) △2,161 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 13,844 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 17,576 

⑥ 退職給付費用 76,379 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。 
  

４ （省略） 
  

４ （省略） 
  

  ５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額117,421千円を退職
給付費用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成16年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、2,119,149千円でありま
す。 
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＜訂正後＞ 

前連結会計年度 
(自 平成15年２月１日 
至 平成16年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

１ （省略） 
  

１ （省略） 
  

２ （省略） 
  

２ （省略） 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 52,893千円
② 利息費用 12,307 
③ 期待運用収益(年金資産) △2,811 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 20,921 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 26,364 

⑥ 退職給付費用 109,674 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。 
  

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 38,354千円
② 利息費用 8,765 
③ 期待運用収益(年金資産) △2,161 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 13,844 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 17,576 

  小  計 76,379 
⑥ 厚生年金基金拠出金 56,449 

  合  計 132,829 
 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。 
  

４ （省略） 
  

４ （省略） 
  

  ５ 企業年金制度に関する事項 
  当社グループの加入する厚生年金基金(代行部分を
含む)は、総合設立方式であり、自社の拠出に対応する
年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平成10
年６月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金につい
て)により、年金基金への要拠出額 56,449千円を退職
給付費用として処理しております。 

  なお、当該年金基金の年金資産総額のうち平成16年
３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算した当
社グループ分の年金資産額は、2,119,149千円でありま
す。 
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６．平成１６年９月期 個別財務諸表の概要 

(1). 個別財務諸表等 ５ページ目 

財務諸表 

②損益計算書 

訂正理由：厚生年金基金への拠出金会社負担分を計上する勘定科目の誤りによる訂正であります。 

  ＜訂正前＞ 

     
前事業年度 

(自 平成15年２月１日 
至 平成16年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高               
売上高     11,381,809 100.0   4,985,932 100.0 

Ⅱ 売上原価               
                

Ⅲ 販売費及び一般管理費               
荷造運賃   75,369     31,010     
役員報酬   100,155     55,073     
給料手当   244,016     141,144     
賞与   14,508     959     
賞与引当金繰入額   3,802     4,002     
退職給付費用   13,424     8,438     
福利厚生費   37,593     23,848     
法定福利費   48,837     32,580     
交際費   29,681     13,288     

                

その他   118,957 807,362 7.1 77,682 460,060 9.2 
営業利益又は営業損失(△)     125,724 1.1   △839,285 △16.8 

  

 ＜訂正後＞ 

     
前事業年度 

(自 平成15年２月１日 
至 平成16年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高               
売上高     11,381,809 100.0   4,985,932 100.0 

Ⅱ 売上原価               
                

Ⅲ 販売費及び一般管理費               
荷造運賃   75,369     31,010     
役員報酬   100,155     55,073     
給料手当   244,016     141,144     
賞与   14,508     959     
賞与引当金繰入額   3,802     4,002     
退職給付費用   13,424     18,485     
福利厚生費   37,593     23,848     
法定福利費   48,837     22,532     
交際費   29,681     13,288     

                

その他   118,957 807,362 7.1 77,682 460,060 9.2 
営業利益又は営業損失(△)     125,724 1.1   △839,285 △16.8 
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Ⅱ．営業外費用の記載の訂正について 
 

１． 訂正理由 
支払利息と社債利息（社債発行差金償却を含む）の区分掲記について、社債利息を支払利息

に含めて記載しておりましたので訂正いたします。 
 

２． 訂正内容 
(1).個別財務諸表 

財務諸表 
②損益計算書 

  訂正する     前事業年度 当事業年度 
訂正する開示資料 ページ数 勘定科目 区分 金額（千円） 金額（千円） 

平成１８年３月期 ７ 支払利息 訂正前 78,293 139,893 
 個別財務諸表の概要     訂正後 66,065 121,579 
    社債利息 訂正前 - - 
      訂正後 12,228 18,314 

平成１７年３月期 ６ 支払利息 訂正前 89,412 78,293 
 個別財務諸表の概要     訂正後 73,095 66,065 
    社債利息 訂正前 - - 
      訂正後 16,317 12,228 
平成１６年９月期 ６ 支払利息 訂正前 135,316 89,412 
 個別財務諸表の概要     訂正後 116,925 73,095 

    社債利息 訂正前 - - 
      訂正後 18,391 16,317 
平成１６年１月期 ６ 支払利息 訂正前 124,217 135,316 
 個別財務諸表の概要     訂正後 109,192 116,925 
    社債利息 訂正前 - - 
      訂正後 15,025 18,391 

 
Ⅱ 比較損益計算書 

  訂正する     当事業年度 前事業年度 比較増減 
訂正する開示資料 ページ数 勘定科目 区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

平成１５年１月期  支払利息 訂正前 １２３ １１６ ７ 
 個別財務諸表の概要 ５   訂正後 １０９ １０１ ８ 
    社債利息 訂正前 - - － 
      訂正後 １５ １５ ０ 
平成１４年１月期  支払利息 訂正前 １１５ １２４ △８ 
 個別財務諸表の概要 ５   訂正後 １０１ １１０ △８ 

    社債利息 訂正前 - - － 
      訂正後 １５ １５ － 
 

(2).注記事項 
（中間損益計算書関係） 

  訂正する     当中間会計 前中間会計 前事業年度末 
訂正する開示資料 ページ数 勘定科目 区分 期間末 期間末   

平成１８年３月期   支払利息 訂正前 61,657 千円 － 66,065 千円 
 個別中間財務諸表 １１   訂正後 訂正なし － 訂正なし 
 の概要   社債利息 訂正前 12,231 千円 － 12,070 千円 
      訂正後 12,388 千円 － 12,228 千円 

平成１６年１月期   支払利息 訂正前 ７１百万円 ５１百万円 １２４百万円 
 個別中間財務諸表 ６   訂正後 ６４百万円 訂正なし １０９百万円 
 の概要          
平成１５年１月期   支払利息 訂正前 ５１百万円 ４８百万円 １１６百万円 
 個別中間財務諸表 ６   訂正後 訂正なし 訂正なし １０１百万円 
 の概要          
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（注）平成１５年１月期までの開示資料の金額表示単位未満の端数は四捨五入にて、平成１６年１月

期中間からの開示資料の金額表示単位未満の端数は切り捨てで処理しております。 
 
 
 

以  上 
 


