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平成19年6月21日 
 

各 位 
 

会  社  名   株式会社ラウンドワン    
代表者の役職名   代表取締役社長 杉野 公彦 

  （コード4680 東証第１部・大証第１部） 
  問  合  せ  先     常務取締役管理本部長  西村 孝之   

                 電 話 番 号      ０７２‐２２４‐５１１５   
 

 
(訂正) 「平成１９年３月期中間決算短信（連結）」および 

「平成１９年３月期決算短信」の一部訂正について 
  
 
当社が平成１８年１１月２日に開示いたしました「平成１９年３月期中間決算短信（連結）」およ

び、平成１９年５月１１日に開示いたしました「平成１９年３月期決算短信」において、一部記載

に誤りがございましたので、下記のとおり訂正させていただきます。 
なお、訂正箇所には下線 を付しております。 
 

記 
 
訂正箇所 
 １－１．平成１９年３月期 中間決算短信（連結）    
     １５頁 ４．中間連結財務諸表等 （３）．中間連結株主資本等変動計算書  
     の一部。当通知第２頁から第３頁をご参照ください。  
  －２．２３頁 ４．中間連結財務諸表等   
     注記事項 (リース取引関係）２．オペレーティング・リース取引  
     の一部。当通知第４頁をご参照ください。  
  
２－１．平成１９年３月期 決算短信   

１７頁　４．連結財務諸表（３）．連結株主資本等変動計算書 
の一部。当通知第５頁から６頁をご参照ください。   

  －２．２５頁 ４．連結財務諸表 注記事項 （連結株主資本等変動計算書関係） 
          の一部。当通知第７頁をご参照ください。   
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１－１．平成１９年３月期　中間決算短信（連結）　

　　　　１５頁　４．中間連結財務諸表等

　　　　　　（３）．中間連結株主資本等変動計算書

【訂正前：誤】

（３）．中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間 (自　平成１８年４月１日　　至　平成１８年９月３０日)

（単位：千円）

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 － － － － －

中間連結会計期間中の変動額

会計基準の変更に伴う

連結範囲の変更 14,259,372 14,734,300 23,044,189 △257,131 51,780,730

新株の発行 566,415 566,415 1,132,831

剰余金の配当 △622,934 △622,934

中間純利益 4,852,459 4,852,459

自己株式の取得 △22,346 △22,346

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 14,825,788 15,300,715 27,273,714 △279,478 57,120,740

平成18年9月30日残高 14,825,788 15,300,715 27,273,714 △279,478 57,120,740

平成18年3月31日残高 － － －

中間連結会計期間中の変動額

会計基準の変更に伴う

連結範囲の変更 △548,253 △548,253 51,232,476

新株の発行 － 1,132,831

剰余金の配当 － △622,934

中間純利益 － 4,852,459

自己株式の取得 － △22,346

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 △548,253 △548,253 56,572,486

平成18年9月30日残高 △548,253 △548,253 56,572,486

株主資本

純資産
合計

－

評価・換算差額等

－

土地再評価
差額金

評価・換算差
額等合計

－
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【訂正後：正】

（３）．中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間 (自　平成１８年４月１日　　至　平成１８年９月３０日)

（単位：千円）

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 14,259,372 14,734,300 23,044,189 △257,131 51,780,730

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 566,415 566,415 1,132,831

剰余金の配当 △622,934 △622,934

中間純利益 4,852,459 4,852,459

自己株式の取得 △22,346 △22,346

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 566,415 566,415 4,229,525 △22,346 5,340,010

平成18年9月30日残高 14,825,788 15,300,715 27,273,714 △279,478 57,120,740

平成18年3月31日残高 △548,253 △548,253 51,232,476

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － 1,132,831

剰余金の配当 － △622,934

中間純利益 － 4,852,459

自己株式の取得 － △22,346

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 5,340,010

平成18年9月30日残高 △548,253 △548,253 56,572,486

株主資本

－

評価・換算差額等
純資産
合計土地再評価

差額金
評価・換算差
額等合計

－ －
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１－２．　２３頁　４．中間連結財務諸表等

　　　　　注記事項　(リース取引関係）

　　　　　　２．オペレーティング・リース取引

【訂正前：誤】

（リース取引関係）

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

289,492 千円

3,013,761

3,303,253

【訂正後：正】

　

（リース取引関係）

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

1,511,092 千円

10,343,361

11,854,453

当中間連結会計期間

平成１８年４月　１日から

平成１８年９月３０日まで

１年内

１年超

 合計

当中間連結会計期間

平成１８年４月　１日から

平成１８年９月３０日まで

１年内

１年超

 合計
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２-１．平成１９年３月期　決算短信

　　　 １７頁　４．連結財務諸表

　　　　　　　　（３）．連結株主資本等変動計算書

【訂正前：誤】

（３）．連結株主資本等変動計算書

連結会計年度 (自　平成１８年４月１日　　至　平成１９年３月３１日)

（単位：百万円）

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 － － － － －

連結会計年度中の変動額

会計基準の変更に伴う

連結範囲の変更 14,259 14,734 23,044 △257 51,780

新株の発行 1,062 1,062 2,125

剰余金の配当 △1,250 △1,250

当期純利益 9,730 9,730

自己株式の取得 △36 △36

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 15,322 15,797 31,524 △293 62,350

平成19年3月31日残高 15,322 15,797 31,524 △293 62,350

平成18年3月31日残高 － － － －

連結会計年度中の変動額

会計基準の変更に伴う

連結範囲の変更 △548 △548 51,232

新株の発行 － 2,125

剰余金の配当 － △1,250

当期純利益 － 9,730

自己株式の取得 － △36

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 △548 △548 21 61,822

平成19年3月31日残高 △548 △548 21 61,822

株主資本

－

評価・換算差額等
少数株主
持　　分

純資産
合計土地再評価

差額金
評価・換算差
額等合計

－ 21 21
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【訂正後：正】

（３）．連結株主資本等変動計算書

連結会計年度 (自　平成１８年４月１日　　至　平成１９年３月３１日)

（単位：百万円）

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 14,259 14,734 23,044 △257 51,780

連結会計年度中の変動額

新株の発行 1,062 1,062 2,125

剰余金の配当 △1,250 △1,250

当期純利益 9,730 9,730

自己株式の取得 △36 △36

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 1,062 1,062 8,480 △36 10,569

平成19年3月31日残高 15,322 15,797 31,524 △293 62,350

平成18年3月31日残高 △548 △548 － 51,232

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － 2,125

剰余金の配当 － △1,250

当期純利益 － 9,730

自己株式の取得 － △36

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 － － 21 10,590

平成19年3月31日残高 △548 △548 21 61,822

株主資本

－

評価・換算差額等
少数株主
持　　分

純資産
合計土地再評価

差額金
評価・換算差
額等合計

－ 21 21
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２－２．　２５頁　　４．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：誤】

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)

１　発行済株式の種類および株数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項
(単位：１株)

前 連 結 会 計 当 連 結 会 計 当 連 結 会 計 当 連 結 会 計

年度末株式数 年度増加株式数 年度減少株式数 年度末株式数

発行株数

普通株式 (注)1 － 632,381.54 － 632,381.54

合計 － 632,381.54 － 632,381.54

自己株式

普通株式　(注)2 － 1,457.21 － 1,457.21

合計 － 1,457.21 － 1,457.21

　(注)1.発行株数は、会計基準の変更に伴う連結範囲の変更により624,309.54株、ストック

    オプションの権利行使により173株、および転換社債型新株予約権付社債の転換により

    7,899株増加しております。

　(注)2.自己株式は、会計基準の変更に伴う連結範囲の変更により1,375.50株、端株の買取

    により81.71株増加しております。

【訂正後：正】

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)

１　発行済株式の種類および株数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項
(単位：１株)

前 連 結 会 計 当 連 結 会 計 当 連 結 会 計 当 連 結 会 計

年度末株式数 年度増加株式数 年度減少株式数 年度末株式数

発行株数

普通株式 (注)1 632,309.54 8,072 － 632,381.54

合計 632,309.54 8,072 － 632,381.54

自己株式

普通株式　(注)2 1,375.50 81.71 － 1,457.21

合計 1,375.50 81.71 － 1,457.21

　(注)1.発行株数は、ストックオプションの権利行使により173株、転換社債型新株予約権付

    社債の転換により7,899株増加しております。

　(注)2.自己株式は、端株の買取により81.71株増加しております。

以　　　上
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