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＜訂正箇所＞

1.訂正箇所 27ページ 

 （連結損益計算書関係）

2.訂正箇所 48ページ

  株主資本等変動計算書

  当事業年度（自 平成18年 4月 1日  至  平成19年 3月31日）

3.訂正箇所 54ページ

 （損益計算書関係）

  訂正内容は以下のとおりです。

したので、下記のとおり訂正いたします。なお、変更箇所は下線を付して表示しております。

記

平成19年5月22日

（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4月25日に公表しました「平成19年3月 決算短信」の記載内容の一部に誤りがありま



＜訂正内容＞

1.訂正箇所 27ページ

（連結損益計算書関係）

【訂正前】

    作業委託費      1,376百万円     作業委託費      1,496百万円

    広告宣伝費        920　〃     広告宣伝費        385　〃

    拡販費      7,849　〃     拡販費      4,375　〃

    給料及び諸手当      2,364　〃     入会促進引当金繰入額        607　〃

    賞与        853　〃     給料及び諸手当      2,292　〃

    退職給付費用        225　〃     賞与        857　〃

    減価償却費        490　〃     退職給付費用        149　〃

    賃借料        489　〃     減価償却費        485　〃

    回収手数料      1,985　〃     賃借料        520　〃

    貸倒引当金繰入額         32　〃     回収手数料      2,212　〃

    役員退職慰労引当金繰入額         27　〃     貸倒引当金繰入額         88　〃

    役員退職慰労引当金繰入額         23　〃

【訂正後】

    作業委託費      1,376百万円     作業委託費      1,496百万円

    広告宣伝費        920　〃     広告宣伝費        385　〃

    拡販費      7,849　〃     拡販費      4,375　〃

    給料及び諸手当      2,364　〃     入会促進引当金繰入額        607　〃

    賞与        853　〃     給料及び諸手当      2,292　〃

    退職給付費用        225　〃     賞与        857　〃

    減価償却費        490　〃     退職給付費用        138　〃

    賃借料        489　〃     減価償却費        485　〃

    回収手数料      1,985　〃     賃借料        520　〃

    貸倒引当金繰入額         32　〃     回収手数料      2,212　〃

    役員退職慰労引当金繰入額         27　〃     貸倒引当金繰入額         88　〃

    役員退職慰労引当金繰入額         34　〃

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)

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は54％、一般
    管理費に属する費用のおおよその割合は46％でありま
    す。
    主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は43％、一般
    管理費に属する費用のおおよその割合は57％でありま
    す。
  　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は197
    百万円であります。

※２．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は107
    百万円であります。

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)

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は54％、一般
    管理費に属する費用のおおよその割合は46％でありま
    す。
    主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は43％、一般
    管理費に属する費用のおおよその割合は57％でありま
    す。
  　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は197
    百万円であります。

※２．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は107
    百万円であります。



2.訂正箇所 48ページ

  株主資本等変動計算書

  当事業年度（自 平成18年 4月 1日  至  平成19年 3月31日）

【訂正前】

資本剰余金

特別償却積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

 平成18年 3月31日　残高
 （百万円）

1,000 － 250 1,648 12,565 862 15,325 16,325

 事業年度中の変動額

   新株の発行 2,746 2,746 － － － － － 5,493

   剰余金の配当 － － － － － △140 △140 △140

   利益処分による役員賞与（注） － － － － － △16 △16 △16

   特別償却準備金の積立（注） － － － 1,051 － △1,051 － －

   特別償却準備金の取崩（注） － － － △376 － 376 － －

   特別償却準備金の取崩 － － － △598 － 598 － －

   当期純利益 － － － － 974 974 974

   株主資本以外の項目の事業年度
   中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

 事業年度中の変動額合計
 （百万円）

2,746 2,746 － 76 － 742 818 6,312

 平成19年 3月31日　残高
 （百万円）

3,746 2,746 250 1,724 12,565 1,604 15,894 22,637

【訂正後】

資本剰余金

特別償却積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

 平成18年 3月31日　残高
 （百万円）

1,000 － 250 1,648 12,565 862 15,325 16,325

 事業年度中の変動額

   新株の発行 2,746 2,746 － － － － － 5,493

   剰余金の配当 － － － － － △140 △140 △140

   利益処分による役員賞与（注） － － － － － △16 △16 △16

   特別償却準備金の積立（注） － － － 1,051 － △1,051 － －

   特別償却準備金の取崩（注） － － － △376 － 376 － －

   特別償却準備金の取崩 － － － △598 － 598 － －

   当期純利益 － － － － 974 974 974

   株主資本以外の項目の事業年度
   中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

 事業年度中の変動額合計
 （百万円）

2,746 2,746 － 76 － 742 818 6,312

 平成19年 3月31日　残高
 （百万円）

3,746 2,746 250 1,724 12,565 1,604 16,144 22,637

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計



3.訂正箇所 54ページ

（損益計算書関係）

【訂正前】

      仕入高      9,516百万円       仕入高     10,106百万円

      作業委託費      1,287百万円       作業委託費      1,391百万円

      広告宣伝費        884　〃       広告宣伝費        353　〃

      拡販費      8,170　〃       拡販費      5,635　〃

      給料及び諸手当      2,261　〃       入会促進引当金繰入額        607　〃

      賞与        830　〃       給料及び諸手当      2,099　〃

      退職給付費用        224　〃       賞与        796　〃

      減価償却費        485　〃       退職給付費用        149　〃

      賃借料        471　〃       減価償却費        450　〃

      回収手数料      1,985　〃       賃借料        489　〃

      貸倒引当金繰入額         32　〃       回収手数料      2,212　〃

      役員退職慰労引当金繰入額         27　〃       貸倒引当金繰入額         88　〃

      役員退職慰労引当金繰入額         20　〃

【訂正後】

      仕入高      9,516百万円       仕入高     10,106百万円

      作業委託費      1,287百万円       作業委託費      1,391百万円

      広告宣伝費        884　〃       広告宣伝費        353　〃

      拡販費      8,170　〃       拡販費      5,635　〃

      給料及び諸手当      2,261　〃       入会促進引当金繰入額        607　〃

      賞与        830　〃       給料及び諸手当      2,099　〃

      退職給付費用        224　〃       賞与        796　〃

      減価償却費        485　〃       退職給付費用        137　〃

      賃借料        471　〃       減価償却費        450　〃

      回収手数料      1,985　〃       賃借料        489　〃

      貸倒引当金繰入額         32　〃       回収手数料      2,212　〃

      役員退職慰労引当金繰入額         27　〃       貸倒引当金繰入額         88　〃

      役員退職慰労引当金繰入額         32　〃

以   上

前事業年度
（自　平成17年 4月 1日

    至　平成18年 3月31日）

当事業年度
（自　平成18年 4月 1日

    至　平成19年 3月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
    おります。

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
    おります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は55％、一般
    管理費に属する費用のおおよその割合は45％でありま
    す。
    主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は49％、一般
    管理費に属する費用のおおよその割合は51％でありま
    す。
    主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※３．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は197
    百万円であります。

※３．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は107
    百万円であります。

前事業年度
（自　平成17年 4月 1日

    至　平成18年 3月31日）

当事業年度
（自　平成18年 4月 1日

    至　平成19年 3月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
    おります。

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
    おります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は55％、一般
    管理費に属する費用のおおよその割合は45％でありま
    す。
    主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は49％、一般
    管理費に属する費用のおおよその割合は51％でありま
    す。
    主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※３．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は197
    百万円であります。

※３．一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は107
    百万円であります。




