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（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 17 日に発表いたしました平成 19 年３月期決算短信」につきまして、一部訂正

を要する箇所がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正・修正箇所

には下線を付しております。 

 

記 

 

１．①ページ数：３５ページ 

②訂正箇所：「４．連結財務諸表」 

－注記事項 

－（税効果会計関係） 

－２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳 

     ③訂正内容：【訂正前】永久に損金に算入されない項目 32.6％ 

            【訂正後】永久に損金に算入されない項目 11.9％ 

 

 

２．①ページ数：４６ページ 

②訂正箇所：「５．個別財務諸表」 

－(2)損益計算書（百分比） 

     ③訂正内容：【訂正前】Ⅳ 販売費及び一般管理費 11.5 

            【訂正後】Ⅳ 販売費及び一般管理費 66.0 

 

 



３．①ページ数：５４ページ 

②訂正箇所：「５．個別財務諸表」 

－注記事項 

－（貸借対照表関係） 

－４．配当制限 

    【訂正前】 
前事業年度 

（平成 18 年６月 30 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
４．配当制限 

借入金のうち 1,793,600 千円には財務
制限条項が付されており、特定の条項
に抵触した場合、その条項に該当する
借入先に対し借入金を一括返済するこ
とになっております。当該条項のうち
配当支払に関するものは以下のとおり
であります。 

(1) 平成 15 年３月 17 日付シンジケート
ローン契約 

 ① 各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における株主資本の
金額が前事業年度末の株主資本（平
成 17 年６月期は資本の部）の 75％
又は平成 14 年６月期の資本の部の
75％のいずれか高い方の金額を下回
る場合 

 ② 各事業年度末及び中間事業年度末の
貸借対照表における株主資本の金額
が前事業年度末の株主資本（平成 17
年６月期は資本の部）の 75％又は平
成 14 年６月期の資本の部の 75％の
いずれか高い方の金額を下回る場合

(2) 平成 16 年２月 10 日付シンジケート
ローン契約 
各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における純資産の部
の金額が前事業年度末の純資産の部
（平成 17 年６月期は資本の部）の
75％又は平成 15 年６月期の資本の
部の 75％のいずれか高い方の金額
を下回る場合 

(3) 平成 17 年３月 31 日付シンジケート
ローン契約 
各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における株主資本の
金額が前事業年度末の株主資本（平
成 17 年６月期は資本の部）の 80％
又は平成 16 年６月期の資本の部の
80％のいずれか高い方の金額を下回
る場合 

４．配当制限 
借入金のうち 1,115,466 千円には財務
制限条項が付されており、特定の条項
に抵触した場合、その条項に該当する
借入先に対し借入金を一括返済するこ
とになっております。当該条項のうち
配当支払に関するものは以下のとおり
であります。 

(1) 平成 15 年３月 17 日付シンジケート
ローン契約 

 ① 各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における株主資本の
金額が前事業年度末の株主資本（平
成 17 年６月期は資本の部）の 75％
又は平成 14 年６月期の資本の部の
75％のいずれか高い方の金額を下回
る場合 

 ② 各事業年度末及び中間事業年度末の
貸借対照表における株主資本の金額
が前事業年度末の株主資本（平成 17
年６月期は資本の部）の 75％又は平
成 14 年６月期の資本の部の 75％の
いずれか高い方の金額を下回る場合

(2) 平成 16 年２月 10 日付シンジケート
ローン契約 
各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における純資産の部
の金額が前事業年度末の純資産の部
（平成 17 年６月期は資本の部）の
75％又は平成 15 年６月期の資本の
部の 75％のいずれか高い方の金額
を下回る場合 

(3) 平成 17年３月 31日付シンジケート
ローン契約 
各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における株主資本の
金額が前事業年度末の株主資本（平
成 17 年６月期は資本の部）の 80％
又は平成 16 年６月期の資本の部の
80％のいずれか高い方の金額を下回
る場合 

 

 



     【訂正後】 
前事業年度 

（平成 18 年６月 30 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
４．配当制限 

借入金のうち 1,793,600 千円には財務
制限条項が付されており、特定の条項に
抵触した場合、その条項に該当する借入
先に対し借入金を一括返済することに
なっております。当該条項のうち配当支
払に関するものは以下のとおりであり
ます。 

(1) 平成 15 年３月 17 日付シンジケート
ローン契約 

 ① 各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における株主資本の
金額が前事業年度末の株主資本（平
成 17 年６月期は資本の部）の 75％
又は平成 14 年６月期の資本の部の
75％のいずれか高い方の金額を下回
る場合 

 ② 各事業年度末及び中間事業年度末の
貸借対照表における株主資本の金額
が前事業年度末の株主資本（平成 17
年６月期は資本の部）の 75％又は平
成 14 年６月期の資本の部の 75％の
いずれか高い方の金額を下回る場合

(2) 平成 16 年２月 10 日付シンジケート
ローン契約 
各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における純資産の部
の金額が平成15年６月期の自己資本
の金額の 75％を下回る場合 

(3) 平成 17 年３月 31 日付シンジケート
ローン契約 
各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における株主資本の
金額が前事業年度末の株主資本（平
成 17 年６月期は資本の部）の 80％又
は平成16年６月期の資本の部の80％
のいずれか高い方の金額を下回る場
合 

４．配当制限 
借入金のうち 1,115,466 千円には財務
制限条項が付されており、特定の条項に
抵触した場合、その条項に該当する借入
先に対し借入金を一括返済することに
なっております。当該条項のうち配当支
払に関するものは以下のとおりであり
ます。 

(1) 平成 15 年３月 17 日付シンジケート
ローン契約 

 ① 各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における株主資本の
金額が前事業年度末の株主資本の
75％又は平成 14 年６月期の資本の
部の 75％のいずれか高い方の金額
を下回る場合 

 
 ② 各事業年度末及び中間事業年度末の

貸借対照表における株主資本の金額
が前事業年度末の株主資本の 75％
又は平成 14 年６月期の資本の部の
75％のいずれか高い方の金額を下回
る場合 

(2) 平成 16 年２月 10 日付シンジケート
ローン契約 
各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における純資産の部
の金額が平成15年６月期の自己資本
の金額の 75％を下回る場合 

(3) 平成 17 年３月 31 日付シンジケート
ローン契約 
各事業年度末及び中間事業年度末の
連結貸借対照表における株主資本の
金額が前事業年度末の株主資本の
80％又は平成16年６月期の資本の部
の 80％のいずれか高い方の金額を下
回る場合 

 
 
 


