
 

               平成１９年６月２８日 
   各    位 
 
                          日 本 出 版 貿 易 株 式 会 社                    
                          代表取締役社長   関 口 晴 生 
                           （JASDAQコ－ド番号・８０７２）                  
                          問合せ先 
                           取締役事業管理部本部長 

 天  内  健  一 
                            電話番号 ０３－３２９２－３７５１ 
 

（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１８日に発表いたしました｢決算短信｣の内容に一部訂正がありましたので、下記 

のとおりお知らせいたします。 
なお、訂正個所は下線を付して表示しております。 
 

記 
 
１．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  ⑥ 役員退職慰労引当金 
 （訂正前）（２１～２２ページ）  

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 17 年４月 １日 
  至 平成 18 年３月 31 日） 

（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日） 

 

  
（会計方針の変更） 

当社は、役員退職慰労金につい 
ては、従来支給時に計上しており 
ましたが、役員退職慰労金制度を 
当連結会計年度に関する定時株主 
総会の終結時をもって廃止するこ 
ととし、在任期間に対応する退職 
慰労金については、打ち切り支給 
する旨の議案が同株主総会に付議 
される予定であるため、内規に基 
づく当連結会計年度までの在任期 
間に対応する退職慰労金の額を当 
該支給見込額として、役員退職慰 
労引当金を計上することにしまし 
た。 
この変更により当連結会計年度 

の発生額 8,992 千円は販売費及び 
一般管理費に計上し、過年度対応 
額 80,783 千円は特別損失に計上 
しております。 
この結果、営業損失及び経常損 

失はそれぞれ 8,992 千円増加し、
税金等調整前当期純損失は 89,775
千円それぞれ増加しております。
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なお、当該会計処理の変更が当 

下半期に行なわれたのは、役員退 
職慰労引当金制度の廃止の検討が 
当下半期に行なわれたためであり 
ます。従って、当中間連結会計期 
間は従来の方法によっており、変 
更後の方法によった場合と比べ、 
当中間連結会計期間の営業損失及 
び経常損失は 4,496 千円少なく、 
税金等調整前中間純利益は 85,279
千円多く計上されております。 
 

 
 （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 
  至 平成 18 年３月 31 日） 

（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日） 

 

  
（会計方針の変更） 

当社は、役員退職慰労金につい 
ては、従来支給時に計上しており 
ましたが、役員退職慰労金制度を 
平成 19 年３月末日をもって廃止 
することとし、在任期間に対応す
る退職慰労金については、打ち切
り支給する旨の議案が定時株主総
会に付議される予定であるため、
内規に基づく当連結会計年度まで 
の在任期間に対応する退職慰労金 
の額を当該支給見込額として、役 
員退職慰労引当金を計上すること 
にしました。 
この変更により当連結会計年度 

の発生額 8,992 千円は販売費及び 
一般管理費に計上し、過年度対応 
額 80,783 千円は特別損失に計上 
しております。 
 この結果、営業損失及び経常損 
失はそれぞれ 8,992 千円増加し、
税金等調整前当期純損失は 89,775 
千円増加しております。 
なお、当該会計処理の変更が当 

下半期に行なわれたのは、役員退 
職慰労引当金制度の廃止の検討が 
当下半期に行なわれたためであり 
ます。従って、当中間連結会計期 
間は従来の方法によっており、変 
更後の方法によった場合と比べ、 
当中間連結会計期間の営業損失及 
び経常損失は 4,496 千円少なく、
税金等調整前中間純利益は 85,279
千円多く計上されております。 
 セグメント情報に与える影響は、
当該箇所に記載しております。 
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 （訂正前）（２４ページ） 
 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 17 年４月 １日 
  至 平成 18 年３月 31 日） 

（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日） 

７ 利益処分項目等の取扱
いに関する事項 

 
 
８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の
範囲 

 
 
 

 
連結会計年度中に確定した利益 

処分を基礎として連結決算を行う 
方法によっております。 

 
手許現金、要求払預金及び取得 

日から３ヶ月以内に満期日の到来 
する流動性の高い、容易に換金可 
能であり、かつ、価値の変動につ 
いて僅少なリスクしか負わない短 
期的な投資。 

 

 
 
 
 
 

同左 
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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 
  至 平成 18 年３月 31 日） 

（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日） 

 
７ のれん及び負ののれん 
  償却に関する事項 
 
 
８ 利益処分項目等の取扱

いに関する事項 
 
 
９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の
範囲 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
連結会計年度中に確定した利益 

処分を基礎として連結決算を行う 
方法によっております。 

 
手許現金、要求払預金及び取得 

日から３ヶ月以内に満期日の到来 
する流動性の高い、容易に換金可 
能であり、かつ、価値の変動につ 
いて僅少なリスクしか負わない短 
期的な投資。 

 

 
原則として、５年間の均等償却。

但し、金額の僅少なのれんに関し 
ては、一括償却しております。 
 
 
 
 
 

同左 
 
 
 
 
 

 
 
２．(連結損益計算書関係)（２７ページ） 
 （訂正前）  

前連結会計年度 当連結会計年度 
（平成 18 年３月 31 日） （平成 19 年３月 31 日） 

 
※１ 子会社整理損失の内訳 
   子会社整理損失引当金繰入額 67,017 千円 
    計            67,017 千円 
 

 

 
 （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 

  至 平成 18 年３月 31 日） 
（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日） 

 
※１ 子会社整理損失の内訳 
   子会社整理損失引当金繰入額 67,017 千円 
    計            67,017 千円 
 

※１ 子会社整理損失の内訳 
   JAPAN BOOK PLAZA PTY.LTD.   1,614 千円 
   の清算結了に伴うものであります 
    計             1,614 千円 
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３．（セグメント情報）（３７ページ） 
  a．事業の種類別セグメント情報 
（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） 
 出版物 

(千円) 
音響及び雑

貨（千円） 
不動産賃
貸(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全

社 (千円) 
連 結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 
  売上高 
（1）外部顧問に対する売上高 
（2）セグメント間の内部売上 
   高又は振替高 

 
 
5,173,437
   ― 

 
 
4,511,718

―

 
 

177,208
―

 

 
 
9,862,364 

― 

 
 

― 
― 
 

 
 
9,862,364

―
 

      計 5,173,437 4,511,718 177,208 9,862,364 ― 9,862,364

営業費用 5,087,300 4,500,994    74,802 9,663,097 222,683 9,885,781

営業利益    86,136    10,724   102,405   199,266  (222,683) △23,416

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本 
  的支出 
  資産 

 
 
3,115,916

 
 
1,269,812

 
 

834,812

 
 
5,220,541 

 
 
1,334,841 

 
 
6,555,382

  減価償却費 18,742 9,158 11,113 39,014 21,376 60,390

  資本的支出 14,125 1,742 15,972 31,840 8,133 39,974

 
（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） 
 出版物 

(千円) 
音響及び雑

貨（千円） 
不動産賃
貸(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全

社 (千円) 
連 結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 
  売上高 
（1）外部顧問に対する売上高 
（2）セグメント間の内部売上 
   高又は振替高 

 
 
5,173,437

―

 
 
4,511,718

―

 
 

177,208
―

 

 
 
9,862,364 

― 

 
 

― 
― 

 

 
 
9,862,364

―

      計 5,173,437 4,511,718 177,208 9,862,364 ― 9,862,364

営業費用 5,087,300 4,500,994    74,802 9,663,097 222,683 9,885,781

営業利益    86,136    10,724   102,405   199,266 (222,683) △23,416

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本 
  的支出 
  資産 

 
 
3,115,916

 
 
1,269,812

 
 

834,812

 
 
5,220,541 

 
 
1,334,841 

 
 
6,555,382

  減価償却費 18,742 9,158 11,113 39,014 21,376 60,390

  資本的支出 14,178 1,766 15,972 31,916 8,133 40,050

 
（注）５ 会計方針の変更 
     「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（ハ）⑥に記載のとおり、当連結会計年 
    度から役員退職慰労引当金を計上しております。この会計方針の変更に伴い、従来の方法によった 
    場合に比べ、｢消去又は全社｣の営業費用が 8,992 千円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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４．重要な会計方針 
  （6） 役員退職慰労引当金 
 （訂正前）（５０～５１ぺージ） 

 第６５期 第６６期 

 （自 平成 17 年４月 １日 
  至 平成 18 年３月 31 日） 

（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日） 

 

  
（会計方針の変更） 

役員退職慰労金については、従 
来支給時に計上しておりましたが、
役員退職慰労金制度を当事業年度 
に関する定時株主総会の終結時を 
もって廃止することとし、在任期 
間に対応する退職慰労金について 
は、打ち切り支給する旨の議案が 
同株主総会に付議される予定であ 
るため、内規に基づく当事業年度 
までの在任期間に対応する退職慰 
労金の額を当該支給見込額として、
役員退職慰労引当金を計上するこ 
とにしました。 
この変更により当事業年度の発 

 生額 8,992 千円は販売費及び一般 
管理費に計上し、過年度対応額 
80,783 千円は特別損失に計上して 
おります。 
この結果、営業損失及び経常損 

失はそれぞれ 8,992 千円増加し、
税引前当期純損失は 89,775 千円 
それぞれ増加しております。 
なお、当該会計処理の変更が当 

下半期に行なわれたのは、役員退 
職慰労引当金制度の廃止の検討が 
当下半期に行なわれたためであり 
ます。従って、当中間会計期間は 
従来の方法によっており、変更後 
の方法によった場合と比べ、当中 
間会計期間の営業損失及び経常損 
失は 4,496 千円少なく、税引前中
間純利益は 85,279 千円多く計上 
されております。 
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 （訂正後）  
 第６５期 第６６期 

 （自 平成 17 年４月 １日 
  至 平成 18 年３月 31 日） 

（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日） 

 

  
（会計方針の変更） 

役員退職慰労金については、従 
来支給時に計上しておりましたが、
役員退職慰労金制度を平成 19 年 
３月末日をもって廃止することと 
し、在任期間に対応する退職慰労 
金については、打ち切り支給する 
旨の議案が当事業年度に関する定 
時株主総会に付議される予定であ 
るため、内規に基づく当事業年度 
までの在任期間に対応する退職慰 
労金の額を当該支給見込額として、
役員退職慰労引当金を計上するこ 
とにしました。 
この変更により当事業年度の発 

 生額 8,992 千円は販売費及び一般 
管理費に計上し、過年度対応額 
80,783 千円は特別損失に計上して 
おります。 
この結果、営業損失及び経常損 

失はそれぞれ 8,992 千円増加し、
税引前当期純損失は 89,775 千円 
増加しております。 
なお、当該会計処理の変更が当 

下半期に行なわれたのは、役員退 
職慰労引当金制度の廃止の検討が 
当下半期に行なわれたためであり 
ます。従って、当中間会計期間は 
従来の方法によっており、変更後 
の方法によった場合と比べ、当中 
間会計期間の営業損失及び経常損 
失は 4,496 千円少なく、税引前中 
間純利益は 85,279 千円多く計上さ
れております。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５．（損益計算書関係）（５６ページ） 
 （訂正前） 

第６５期 第６６期 
（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 
（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 
 
※１ 不動産賃貸原価の内訳 
   固定資産税          8,108 千円 
   減価償却費         10,774 千円 
   不動産管理費        54,635 千円 
   その他           17,044 千円 
    計            90,562 千円 
※２ 固定資産除却損  
   器具及び備品            46 千円 
    計                46 千円 
※３ 子会社整理損失の内訳 
   子会社整理損失引当金繰入額 55,263 千円 
   子会社株式評価額       1,550 千円 
    計            56,814 千円 
 

 
※１ 不動産賃貸原価の内訳 
   固定資産税          8,006 千円 
   減価償却費         11,113 千円 
   不動産管理費        49,868 千円 
   その他            2,980 千円 
    計            71,968 千円 
※２ 固定資産除却損  
   器具及び備品            19 千円 
    計                19 千円 
 
 
 
 

 
 （訂正後）  

第６５期 第６６期 
（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 
（自 平成 18 年４月 1 日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

※１ 不動産賃貸原価の内訳 
   固定資産税          8,108 千円 
   減価償却費         10,774 千円 
   不動産管理費        54,635 千円 
   その他           17,044 千円 
    計            90,562 千円 
※２ 固定資産除却損  
   器具及び備品            46 千円 
    計                46 千円 
※３ 子会社整理損失の内訳 
   子会社整理損失引当金繰入額 55,263 千円 
   子会社株式評価額       1,550 千円 
    計            56,814 千円 
 

 
※１ 不動産賃貸原価の内訳 
   固定資産税          8,006 千円 
   減価償却費         11,113 千円 
   不動産管理費        49,868 千円 
   その他            2,980 千円 
    計            71,968 千円 
※２ 固定資産除却損  
   器具及び備品            19 千円 
    計                19 千円 
※３ 子会社整理損失の内訳 
   JAPAN BOOK PLAZA PTY.LTD.   1,614 千円 
   の清算結了に伴うものであり 
   ます                                   
    計              1,614 千円 
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