
 
平成 19 年６月１日 

各 位  

会 社 名   ブラザー工業株式会社 

代表者名   代表取締役社長  平田 誠一 

（コード番号：6448 東証・名証・大証第１部） 

問合せ先 執行役員 広報・総務部長 長谷川 友之 

広報・総務部  奥山 

（TEL 052‐824‐2072） 

 
 

（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 26 日に公表いたしました、「平成 19 年３月期 決算短信」の記載内容に一部誤り

がありましたので、下記の通り訂正いたします。 
なお、訂正箇所は  を付して表示しております。 

 
記 

１．訂正箇所 
・「４．連結財務諸表」の 

「（3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 連結株主資本等変動計算書」

（P17） 
 

・「４．連結財務諸表」の 

「連結財務諸表注記事項（連結損益計算書関係）」（P29） 
 

・「４．連結財務諸表」の 

「連結財務諸表注記事項（連結株主資本等変動計算書関係）」（P31） 

 

 



２．訂正内容 

・連結株主資本等変動計算書 

＜訂正前＞ 

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） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
19,209 16,125 142,722 △1,020 177,037

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 （注） △1,934  △1,934

剰余金の配当 △1,934  △1,934

役員賞与 （注） △80  △80

当期純利益 28,874  28,874

 自己株式の取得 △441 △441

自己株式の処分 3 6 10

連結子会社における合併に伴う増

加高 
191  191

 連結子会社の増加に伴う減少高 △27  △27

 株主資本以外の項目の連結会計年 

度中の変動額（純額） 
 －

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ 3 25,089 △435 24,658

平成 19 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
19,209 16,129 167,812 △1,455 201,696

 

評価・換算差額等 

 
その他

有価証

券評価

差額金 

繰延 

ヘッジ

損益 

土地 

再評価

差額金

為替換

算調整

勘定 

評価・換

算差額

等合計

新株 

予約権 

少数株

主持分 

純資産

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
5,841 － △39 △1,726 4,076 － 3,252 184,366

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当 （注）    △1,934

剰余金の配当    △1,934

役員賞与 （注）    △80

当期純利益    28,874

 自己株式の取得    △441

自己株式の処分    10

連結子会社における合併に伴う増

加高 
   191

 連結子会社の増加に伴う減少高    △27

 株主資本以外の項目の連結会計年 

度中の変動額（純額） 
△634 △1,840 38 7,053 4,617 62 △40 4,639

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△634 △1,840 38 7,053 4,617 62 △40 29,297

平成 19 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
5,207 △1,840 △0 5,327 8,694 62 3,211 213,663

 

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 



＜訂正後＞ 

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） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
19,209 16,125 142,722 △1,020 177,037

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 （注） △1,934  △1,934

剰余金の配当 △1,934  △1,934

役員賞与 （注） △80  △80

当期純利益 28,874  28,874

 自己株式の取得 △441 △441

自己株式の処分 3 6 10

連結子会社における合併に伴う増

加高 
230  230

 連結子会社の増加に伴う減少高 △27  △27

 土地再評価差額金の取崩し △38  △38

 株主資本以外の項目の連結会計年 

度中の変動額（純額） 
 －

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ 3 25,089 △435 24,658

平成 19 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
19,209 16,129 167,812 △1,455 201,696

 

評価・換算差額等 

 
その他

有価証

券評価

差額金 

繰延 

ヘッジ

損益 

土地 

再評価

差額金

為替換

算調整

勘定 

評価・換

算差額

等合計

新株 

予約権 

少数株

主持分 

純資産

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
5,841 － △39 △1,726 4,076 － 3,252 184,366

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当 （注）    △1,934

剰余金の配当    △1,934

役員賞与 （注）    △80

当期純利益    28,874

 自己株式の取得    △441

自己株式の処分    10

連結子会社における合併に伴う増

加高 
   230

 連結子会社の増加に伴う減少高    △27

 土地再評価差額金の取崩し    △38

 株主資本以外の項目の連結会計年 

度中の変動額（純額） 
△634 △1,840 38 7,053 4,617 62 △40 4,639

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△634 △1,840 38 7,053 4,617 62 △40 29,297

平成 19 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
5,207 △1,840 △0 5,327 8,694 62 3,211 213,663

 

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 



・連結財務諸表注記事項（連結損益計算書関係） 

＜訂正前＞ 

項目 

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） 

※３ 販管費及び一般管理費

のうち主要な費目及び金

額 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次の通りであります。 

販売促進費 18,586 百万円 

荷造運搬費 12,450  

広告宣伝費 21,915  

貸倒引当金繰入 402  

賞与引当金繰入 3,398  

製品保証引当金繰入 5,957  

給与・賞与等 46,470  

退職給付費用 3,462  

役員退職慰労引当金繰

入 
86

 

減価償却費 7,050  

連結調整勘定償却額 528   

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次の通りであります。 

販売促進費 23,891 百万円 

荷造運搬費 12,115  

広告宣伝費 18,157  

貸倒引当金繰入 278  

賞与引当金繰入 4,337  

役員賞与引当金繰入 70  

製品保証引当金繰入 1,388  

著作権費用引当金繰入 3,909  

給与・賞与等 45,446  

退職給付費用 3,014  

役員退職慰労引当金繰

入 
45

 

減価償却費 6,945  

のれん償却額 385   

 

＜訂正後＞ 

項目 

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） 

※３ 販管費及び一般管理費

のうち主要な費目及び金

額 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次の通りであります。 

販売促進費 18,586 百万円 

荷造運搬費 12,450  

広告宣伝費 21,915  

貸倒引当金繰入 402  

賞与引当金繰入 3,398  

製品保証引当金繰入 5,957  

給与・賞与等 46,470  

退職給付費用 3,462  

役員退職慰労引当金繰

入 
86

 

減価償却費 7,050  

連結調整勘定償却額 528   

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次の通りであります。 

販売促進費 23,891 百万円 

荷造運搬費 12,115  

広告宣伝費 18,157  

貸倒引当金繰入 278  

賞与引当金繰入 4,337  

役員賞与引当金繰入 70  

製品保証引当金繰入 2,883  

著作権費用引当金繰入 3,909  

給与・賞与等 45,179  

退職給付費用 3,014  

役員退職慰労引当金繰

入 
312

 

減価償却費 6,945  

のれん償却額 385   

 



 
・連結財務諸表注記事項（連結株主資本等変動計算書関係） 

＜訂正前＞ 

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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数（千株） 

当連結会計年度増

加株式数（千株） 

当連結会計年度減

少株式数（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 277,535 － － 277,535

合計 277,535 － － 277,535

自己株式  

 普通株式（注）１、２ 2,019 123 7 2,135

合計 2,019 123 7 2,135

（注）１．普通株式の自己株式の株式増加 123 千株は、単元未満株式の買取による増加116株、持分法適用会社が取得し 

た自己株式（当社株式）の当社帰属分６千株であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少７千株は、単元未満株式の買増による減少７千株であります。 

 

＜訂正後＞ 

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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数（千株） 

当連結会計年度増

加株式数（千株） 

当連結会計年度減

少株式数（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 277,535 － － 277,535

合計 277,535 － － 277,535

自己株式  

 普通株式（注）１、２ 2,019 123 7 2,135

合計 2,019 123 7 2,135

（注）１．普通株式の自己株式の株式増加 123 千株は、単元未満株式の買取による増加116 千株、持分法適用会社が取得 

した自己株式（当社株式）の当社帰属分６千株であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少７千株は、単元未満株式の買増による減少７千株であります。 

 

 
以上 


