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平成 19年 5月 22日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 九 九 プ ラ ス

代 表 者 名 代表取締役社長 深 堀 髙 巨

（コード番号：３３３８）

問い合せ先 代表取締役副社長 石 瀬 明 人

TEL. 042-348-8166㈹

 
 

（訂正）平成 19 年 3 月期決算短信の一部訂正について 

 
 

 平成 19 年 5 月 14 日に発表いたしました「平成 19 年 3 月期決算短信」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。 
 

記 

 
【訂正箇所１】標記資料の 15ページの連結キャッシュ・フロー計算書において、次のとおり訂正 
       いたします。（訂正箇所は下線部） 
（訂正前） 

  
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)

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 13 固定資産除却損  － 0 0 

 14 固定資産除却損  － 0 0 

 15 たな卸資産の増加額  △1,049 △82 966 

 16 未収入金の増減額  △302 144 446 

 17 その他資産の増加額  △428 △14 413 

 18 仕入債務の増加額  2,308 111 △2,197 

 19 その他負債の増減額  345 △25 △371 

  小計  3,471 2,504 △967 

 20 利息の受取額  8 14 6 

 21 利息の支払額  △50 △74  △23 

 22 法人税等の支払額  △1,020 △356 663 
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（訂正後） 

  
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)

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 13 固定資産除却損  － 0 0 

 14 たな卸資産の増加額  △1,049 △82 966 

 15 未収入金の増減額  △302 144 446 

 16 その他資産の増加額  △428 △14 413 

 17 仕入債務の増加額  2,308 111 △2,197 

 18 その他負債の増減額  345 △25 △371 

  小計  3,471 2,504 △967 

 19 利息の受取額  8 14 6 

 20 利息の支払額  △50 △74  △23 

 21 法人税等の支払額  △1,020 △356 663 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【訂正箇所２】標記資料の 25ページのリース取引関係において、次のとおり訂正いたします。 
      （訂正箇所は下線部） 
（訂正前） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（平成 17 年４月１日 （平成 18 年４月１日 

  平成 18 年３月 31 日）   平成 19 年３月 31 日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 
 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 
 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

  額、減損損失累計額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

  額、減損損失累計額及び期末残高相当額 

   減価償却 減損損失  

  取得価額 累計額 累計額 期末残高

  相当額 相当額 相当額 相当額

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

 
器具及び 

備品 
9,446 2,890 ― 6,555

 
ソフト  

ウエア 
184 137 ― 47

 合計 9,631 3,028 ― 6,602
 

  減価償却 減損損失  

 取得価額 累計額 累計額 期末残高

 相当額 相当額 相当額 相当額

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

器具及び 

備品 
9,714 4,288 ― 5,426

ソフト  

ウエア 
110 93 ― 16

合計 9,824 4,382 ― 5,442
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（訂正後） 
前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 17 年４月１日 （自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年３月 31 日）   至 平成 19 年３月 31 日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 
 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 
 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

  額、減損損失累計額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 

  額、減損損失累計額及び期末残高相当額 

   減価償却 減損損失  

  取得価額 累計額 累計額 期末残高

  相当額 相当額 相当額 相当額

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

 
器具及び 

備品 
9,446 2,890 ― 6,555

 
ソフト  

ウエア 
184 137 ― 47

 合計 9,631 3,028 ― 6,602
 

  減価償却 減損損失  

 取得価額 累計額 累計額 期末残高

 相当額 相当額 相当額 相当額

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

器具及び 

備品 
9,714 4,288 413 5,012

ソフト  

ウエア 
110 93 ― 16

合計 9,824 4,382 413 5,028
 

 

 

 

 

 
【訂正箇所３】標記資料の 40ページの損益計算書において、次のとおり訂正いたします。 
      （訂正箇所は下線部） 
（訂正前） 

  
第６期 

(自 平成17年４月１日   

 至 平成18年３月31日) 

第７期 

(自 平成18年４月１日   

 至 平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 金額(百万円) 

Ⅶ 特別損失          
 ７ その他  25 342 0.4 4 1,966 2.1 △20 1,653 

 
 
 
（訂正後） 

  
第６期 

(自 平成17年４月１日   

 至 平成18年３月31日) 

第７期 

(自 平成18年４月１日   

 至 平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 金額(百万円) 

Ⅶ 特別損失          
 ７ その他  25 342 0.4 4 1,996 2.1 △20 1,653 

 
 
 

以上 


