
 

平成 19 年４月６日 

各   位 

会 社 名 ク ロ ス プ ラ ス 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 森 文夫 

コ ー ド 番 号 ３３２０ 

上 場 取 引 所 東証・名証(市場第二部) 

問 合 せ 先 経営企画室長 日比野 寛 

電 話 番 号 052-532-2211(代表) 

 

(訂正） 「平成 19 年１月期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 19 年３月 22 日に発表いたしました「平成 19 年１月期決算短信」について、記載事項に一部誤りがご

ざいましたので、下記の通り訂正いたします。 

 

記 

 

訂正箇所は、下線  で表示しております。 

 

(連結短信 29ページ) 

(訂正前） 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。こ

れにより営業利益及び経常利益が9,538千円増加し、税金

等調整前当期純損失は36,763千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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(訂正後） 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。こ

れにより営業利益及び経常利益が9,538千円増加し、税金

等調整前当期純利益は36,763千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 

  

 
  

(連結短信 30ページ) 

(訂正前） 

表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

  

  

――――― 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

１ 連結財務諸表規則の改正により、前連結会計年度に

おいて「連結調整勘定償却額」として表示していた

ものは、当連結会計年度から「のれん償却額」とし

て表示しております。  

 ３ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「保証金の差入による支出」は、当連結会計年度

において金額的重要性が増したため、区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度の「その他」に含

まれている「保証金の差入による支出」は118,302千

円であります。 
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(訂正後） 

表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

  

  

――――― 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

１ 連結財務諸表規則の改正により、前連結会計年度に

おいて「連結調整勘定償却額」として表示していた

ものは、当連結会計年度から「のれん償却額」とし

て表示しております。  

 ３ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「保証金の差入による支出」は、当連結会計年度

において金額的重要性が増したため、区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度の「その他」に含

まれている「保証金の差入による支出」は△118,302

千円であります。 

  

 
 
 
 
(連結短信 40ページ) 

(訂正前） 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありま

せん。 

 
(訂正後） 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度(自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日) 

  本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 
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(連結短信 46ページ) 

(訂正前） 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

イオン株式会社 7,863,300 10.8 8,270,714 12.1

株式会社しまむら 8,231,733 11.3 8,305,932 12.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(訂正後） 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

イオン株式会社 7,863,300 10.8 8,270,714 10.1

株式会社しまむら 8,231,733 11.3 8,305,932 10.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

(連結短信 50ページ) 

(訂正前） 

 

③ 当連結会計年度における地域別の販売実績は、次のとおりであります。 
 

 区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

 北海道 1,215,003 97.6 

中国・四国・九州 1,433,672 150.4 

海外 322,162 139.0  

小計 13,113,181 201.2 

合計 58,877,940 106.9 
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(訂正後） 

 

③ 当連結会計年度における地域別の販売実績は、次のとおりであります。 
 

 区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

 北海道 1,215,003 97.6 

中国・四国・九州 1,433,672 150.4 

海外 322,162 139.0  

小計 13,113,181 201.2 

合計 82,201,010 113.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(個別財務諸表の概要 63 ページ） 

（訂正前） 

会計処理の変更 
 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

第54期 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

  

  

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９

日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は26,679千円で

あります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度末に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しております。 

 
―――  
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（訂正後） 

会計処理の変更 
 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

第54期 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

  

  

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９

日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は26,679,340千

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度末に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しております。 

 
―――  

 
 
 
 
(個別財務諸表の概要 64 ページ） 

（訂正前） 

表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

―――――  

 

 

（訂正後） 

表示方法の変更

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

第54期 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

―――――  
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(個別財務諸表の概要 66 ページ） 

（訂正前） 

(損益計算書関係) 
第53期 

(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

第54期 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

  

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 14,989千円

構築物 24千円

工具器具及び備品 2,061千円

長期前払費用 1,050千円

撤去費用 26,282千円

計 44,408千円
 

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 7,338千円

工具器具及び備品 523千円

長期前払費用 13,161千円

撤去費用 69千円

計 21,092千円
 

※７         ――― ※７ 貸倒引当金繰入額の内訳は、次のとおりでありま

す。 

関係会社貸付金 
貸倒引当金繰入額 

390,000 千円

貸倒引当金戻入額 △1,996千円

計 388,083 千円
 

  

  

 

（訂正後） 

(損益計算書関係) 
第53期 

(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

第54期 
(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日) 

  

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 14,989千円

構築物 24千円

工具器具及び備品 2,061千円

長期前払費用 1,050千円

撤去費用 26,282千円

計 44,408千円
 

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 7,337千円

工具器具及び備品 523千円

長期前払費用 13,161千円

その他 69千円

計 21,092千円
 

※７         ――― ※７ 貸倒引当金繰入額の内訳は、次のとおりでありま

す。 

関係会社貸付金 
貸倒引当金繰入額 

390,000 千円

貸倒引当金戻入額 △1,996千円

計 388,003 千円
 

  

  

 
 

 

 

 

以上 
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