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平成18年11月30日 

各  位 

                           大阪市西区阿波座一丁目13番15号 

クリエイト株式会社 

代表取締役社長 福井 道夫 

(コード番号：3024) 

問い合わせ先 専務取締役 管理本部長 福井 珠樹 

電話 06-6538-2333 

 

（訂正）平成19年３月期中間決算短信及び個別中間財務諸表の概要の一部訂正について 
 

平成18年11 月14 日に公表いたしました｢平成19年３月期中間決算短信（連結）｣及び｢平成19年３月期個別中

間財務諸表の概要｣の記載内容について、下記のとおり訂正いたします。 

なお、過年度に係る訂正につきましては、平成 18 年１月 31 日に提出いたしました有価証券届出書（新規公開

時）の訂正届出書を平成18年11月30日に近畿財務局へ提出しております。 

 

記 

 

１．理由 

  中間決算短信（連結・個別）記載内容について確認をしていた段階で訂正箇所が見つかったため訂正するもの

であります。 

 

２．訂正内容要約 

・前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「売上割引」の区分掲記が漏れていたた

め訂正するものであります。なお、それに伴い当中間連結会計期間に係る表示方法の変更を削除するものであり

ます。 

・当中間連結会計期間及び当中間会計期間において、営業外費用の「貸倒引当金繰入額」及び特別利益の「貸倒

引当金戻入額」のうち、営業債権に係わる部分を販売費及び一般管理費に振り替えることとしたため訂正するも

のであります。なお、それに伴い表示方法の変更を削除並びに注記を訂正するものであります。 

 

３．訂正箇所 

訂正箇所は  を付しております。 
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Ⅰ．平成19年３月期 中間決算短信（連結） 

1ページ  (1) 連結経営成績 

【訂正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 12,909 ( 7.3) 256 ( △5.3) 310 (△28.2) 
17年９月中間期 12,036 ( － ) 271 (  －  ) 432 (  －  ) 

18年 ３月 期 25,220  729  977  

 

【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 12,909 ( 7.3) 240 (△11.2) 310 (△28.1) 
17年９月中間期 12,036 ( － ) 271 (  －  ) 432 (  －  ) 

18年 ３月 期 25,220  729  977  

 

 

5ページ (1) 経営成績 12行目 

【訂正前】 

売上高は12,909 百万（前年同期比7.3％増）となりましたが、一部商品の価格転嫁の遅れなどから、売上総利

益は 2,428 百万円（前年同期比 5.9％増）となり、人材確保による人件費・社会保険料の増加、原油価格高騰

による燃料費・運賃の増加等により、営業利益は 256 百万円（前年同期比 5.3％減）となりました。また、デ

リバティブ取引の再評価等により営業外収益の増加はあったものの、前中間連結会計期間のデリバティブ評価

益を115 百万円計上していたこともあり、経常利益は310 百万円（前年同期比28.2％減）、中間純利益は185

百万円（前年同期比24.5％減）となりました。 

 

【訂正後】 

売上高は12,909 百万円（前年同期比7.3％増）となりましたが、一部商品の価格転嫁の遅れなどから、売上総

利益は 2,428 百万円（前年同期比 5.9％増）となり、人材確保による人件費・社会保険料の増加、原油価格高

騰による燃料費・運賃の増加等により、営業利益は240 百万円（前年同期比11.2％減）となりました。また、

デリバティブ取引の再評価等により営業外収益の増加はあったものの、前中間連結会計期間のデリバティブ評

価益を 115 百万円計上していたこともあり、経常利益は 310 百万円（前年同期比 28.1％減）、中間純利益は

185百万円（前年同期比24.5％減）となりました。 
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12ページ ② 中間連結損益計算書 

【訂正前】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

    
    
    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,022,204 16.8 2,171,947 16.8  4,141,812 16.4

   営業利益   271,033 2.3 256,584 2.0  729,181 2.9

    

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  37,812 26,334 65,190 

 ２ 手形売却損  17,168 22,615 43,323 

 ３ 不動産賃貸原価  21,272 21,796 43,622 

 ４ 売上割引  ― 22,034 38,372 

 ５ 貸倒引当金繰入額  ― 18,880 ― 

 ６ その他  21,945 98,198 0.8 1,001 112,663 0.9 7,495 198,004 0.8

   経常利益   432,266 3.6 310,516 2.4  977,837 3.9

Ⅵ 特別利益    

 １ 投資有価証券売却益  127 757 56,095 

 ２ 貸倒引当金戻入額  309 83 310 

 ３ 立退補償金  ― 38,587 ― 

 ４ 保険解約益  59,338 59,775 0.5 ― 39,428 0.3 59,338 115,745 0.4

    
    
     
 

【訂正後】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

    
    
    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,022,204 16.8 2,187,764 16.9  4,141,812 16.4

   営業利益   271,033 2.3 240,767 1.9  729,181 2.9

    

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  37,812 26,334 65,190 

 ２ 手形売却損  17,168 22,615 43,323 

 ３ 不動産賃貸原価  21,272 21,796 43,622 

 ４ 売上割引  17,253 22,034 38,372 

 ５ 貸倒引当金繰入額  ― 2,980 ― 

 ６ その他  4,692 98,198 0.8 1,001 96,762 0.8 7,495 198,004 0.8

   経常利益   432,266 3.6 310,600 2.4  977,837 3.9

Ⅵ 特別利益    

 １ 投資有価証券売却益  127 757 56,095 

 ２ 貸倒引当金戻入額  309 ― 310 

 ３ 立退補償金  ― 38,587 ― 

 ４ 保険解約益  59,338 59,775 0.5 ― 39,344 0.3 59,338 115,745 0.4
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21ページ 表示方法の変更 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   

   

――― （中間連結損益計算書関係） ――― 

   

 

 

 「為替差益」は、前中間連結会計期間

において営業外費用の「その他」に含め

て表示していましたが、当中間連結会計

期間において営業外費用の総額の 100 分

の 10 を超えているため区分掲記してお

ります。 

 なお、前中間連結会計期間の「為替差

益」の金額は7,200千円であります。 
 

 「売上割引」は、前中間連結会計期間

において営業外費用の「その他」に含め

て表示していましたが、当中間連結会計

期間において営業外費用の総額の 100 分

の 10 を超えているため区分掲記してお

ります。 

 なお、前中間連結会計期間の「売上割

引」の金額は17,253千円であります。 
 

 貸倒引当金繰入額は前連結会計年度ま

では「特別損失」に組み入れていました

が、当中間連結会計期間より、「営業外

費用」に組み入れています。 

 この変更は、近年当社を取り巻く経営

環境が貸倒れの常態化をまねき、臨時的

要素が薄れたため変更したものです。  

 この変更により、従来と同一の方法に

比べ、経常利益は 18,880 千円減少して

おりますが、税金等調整前中間純利益に

与える影響はありません。 
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【訂正後】 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   

   

――― （中間連結損益計算書関係） ――― 

   

 

 

 「為替差益」は、前中間連結会計期間

において営業外収益の「その他」に含め

て表示していましたが、当中間連結会計

期間において営業外収益の総額の 100 分

の 10 を超えているため区分掲記してお

ります。 

 なお、前中間連結会計期間の「為替差

益」の金額は7,200千円であります。 
 

   （削 除） 
 

   （削 除） 
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24ページ (中間連結損益計算書関係) 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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。 

運賃荷造費 199,354千円 

給与手当 687,456千円 

退職給付費用 44,577千円 

減価償却費 25,247千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,450千円 

賞与引当金 
繰入額 

115,594千円 
 

※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。 

運賃荷造費 205,135千円

給与手当 768,808千円

退職給付費用 51,967千円

減価償却費 25,167千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,733千円

賞与引当金 
繰入額 

138,975千円
 

※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。 

運賃荷造費 418,547千円

給与手当 1,436,536千円

退職給付費用 85,208千円

減価償却費 51,320千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

9,300千円

賞与引当金 
繰入額 

107,600千円
 

   

   

 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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。 

運賃荷造費 199,354千円 

給与手当 687,456千円 

退職給付費用 44,577千円 

減価償却費 25,247千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,450千円 

賞与引当金 
繰入額 

115,594千円 
 

※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。 

運賃荷造費 205,135千円

給与手当 768,808千円

退職給付費用 51,967千円

減価償却費 25,167千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,733千円

賞与引当金 
繰入額 

138,975千円

貸倒引当金 
繰入額 

15,816千円
 

※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。 

運賃荷造費 418,547千円

給与手当 1,436,536千円

退職給付費用 85,208千円

減価償却費 51,320千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

9,300千円

賞与引当金 
繰入額 

107,600千円
 

   

   

 

 

27ページ (有価証券関係) 

【訂正前】 

１ 時価のある有価証券 

区分 
前中間連結会計期間 

平成17年９月30日現在 
当中間連結会計期間 

平成18年９月30日現在 
前連結会計年度 

平成18年３月31日現在 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

区分 
前中間連結会計期間   

平成17年９月30日現在
当中間連結会計期間    

平成18年９月30日現在
前連結会計年度    

平成18年３月31日現在

 

【訂正後】 

１ 時価のある有価証券 

区分 
前中間連結会計期間末 
平成17年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成18年３月31日現在 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

区分 
前中間連結会計期間末  
平成17年９月30日現在

当中間連結会計期間末    
平成18年９月30日現在

前連結会計年度末   
平成18年３月31日現在
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28ページ (デリバティブ取引関係) 

【訂正前】 
前連結会計年度(平成18年３月31日) 

 

【訂正後】 
前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

 

 

29ページ (１株当たり情報)  (注) 算定上の基礎 １ １株当たり純資産額 

【訂正前】 

項   目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

   
【訂正後】 

項   目 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

 

 

 

 

Ⅱ．平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 

31ページ (1) 経営成績 

【訂正前】 
 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年９月中間期 12,826 (7.8) 225 (△14.9) 236 (△21.1) 
17年９月中間期 11,897 ( －) 264 (  －  ) 299 (  －  ) 

18年 ３月 期 24,983  651  700  

 

【訂正後】 
 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年９月中間期 12,826 (7.8) 209 (△20.9) 236 (△21.1) 
17年９月中間期 11,897 ( －) 264 (  －  ) 299 (  －  ) 

18年 ３月 期 24,983  651  700  
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36ページ ② 中間損益計算書 

【訂正前】 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(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
(％) 金額(千円) 百分比

(％)
    
    
    
Ⅲ 販売費及び一般 

管理費 ※１  1,842,504 15.5 2,001,562 15.6  3,814,484 15.3

   営業利益   264,587 2.2 225,199 1.8  651,516 2.6

Ⅳ 営業外収益 ※２  122,334 1.0 118,820 0.9  228,390 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※３  87,467 0.7 107,715 0.9  179,872 0.7

   経常利益   299,453 2.5 236,305 1.8  700,034 2.8

Ⅵ 特別利益 ※４  59,573 0.5 39,379 0.4  115,434 0.5

    
    
    

 

【訂正後】 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(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
(％) 金額(千円) 百分比

(％)
    
    
    
Ⅲ 販売費及び一般 

管理費 ※１  1,842,504 15.5 2,017,428 15.8  3,814,484 15.3

   営業利益   264,587 2.2 209,333 1.6  651,516 2.6

Ⅳ 営業外収益 ※２  122,334 1.0 118,820 0.9  228,390 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※３  87,467 0.7 91,814 0.7  179,872 0.7

   経常利益   299,453 2.5 236,340 1.8  700,034 2.8

Ⅵ 特別利益 ※４  59,573 0.5 39,344 0.4  115,434 0.5

    
    
    

 

 

41ページ 表示方法の変更 

【訂正前】 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

―― 
 

（中間損益計算書関係） 
 貸倒引当金繰入額は前事業年度までは「特別損失」に組み入
れていましたが、当中間会計期間より、「営業外費用」に組み
入れています。  
 この変更は、近年当社を取り巻く経営環境が貸倒れの常態化
をまねき、臨時的要素が薄れたため変更したものです。    
 この変更により、従来と同一の方法に比べ、経常利益は
18,570 千円減少しておりますが、税引前中間純利益に与える
影響はありません。 

 

【訂正後】 
（削 除） 
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43ページ (中間損益計算書関係) 

【訂正前】 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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。 

運賃荷造費 162,081千円 

給与手当 681,380千円 

退職給付費用 41,810千円 

減価償却費 17,630千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

4,650千円 

賞与引当金 
繰入額 

110,852千円 
 

※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。 

運賃荷造費 169,819千円

給与手当 721,111千円

退職給付費用 46,546千円

減価償却費 18,992千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,458千円

賞与引当金 
繰入額 

137,025千円
 

※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。 

運賃荷造費 337,913千円

給与手当 1,389,947千円

退職給付費用 81,432千円

減価償却費 36,464千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

9,300千円

賞与引当金 
繰入額 

106,957千円
 

   

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 25,056千円 

手形売却損 17,168千円 

売上割引 16,962千円 

不動産賃貸原価 27,247千円  

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17,263千円

手形売却損 21,911千円

売上割引 21,809千円

不動産賃貸原価 27,731千円

貸倒引当金 
繰入額 

18,570千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 41,617千円

手形売却損 35,903千円

売上割引 37,845千円

不動産賃貸原価 54,982千円 

   

   

 
【訂正後】 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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。 

運賃荷造費 162,081千円 

給与手当 681,380千円 

退職給付費用 41,810千円 

減価償却費 17,630千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

4,650千円 

賞与引当金 
繰入額 

110,852千円 
 

※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。 

運賃荷造費 169,819千円

給与手当 721,111千円

退職給付費用 46,546千円

減価償却費 18,992千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

5,458千円

賞与引当金 
繰入額 

137,025千円

貸倒引当金 
繰入額 

15,865千円
 

※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。 

運賃荷造費 337,913千円

給与手当 1,389,947千円

退職給付費用 81,432千円

減価償却費 36,464千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

9,300千円

賞与引当金 
繰入額 

106,957千円
 

   

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 25,056千円 

手形売却損 17,168千円 

売上割引 16,962千円 

不動産賃貸原価 27,247千円  

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17,263千円

手形売却損 21,911千円

売上割引 21,809千円

不動産賃貸原価 27,731千円

貸倒引当金 
繰入額 

2,670千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 41,617千円

手形売却損 35,903千円

売上割引 37,845千円

不動産賃貸原価 54,982千円 

   

   

 
以 上 


