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平成 19 年７月 10 日 

各   位 

 

                        会社名 株式会社船井財産コンサルタンツ 

                        代表者名 代表取締役社長 平林 良仁 
                        ( コード番号 8929    東証マザーズ ) 
                        問合せ先 常務取締役   中塚 久雄 
                               ( TEL 03－5321－7020 ) 

 

（訂正）平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）に関する一部訂正について 

                                       
平成 18 年 8 月 3 日に開示いたしました「平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）」の一部に誤り

がありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。 
なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 
 

記 
 
１． 平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）26 ページ 

４.中間連結財務諸表等 
注記事項 

  （中間連結損益計算書関係） 
 
（訂正前） 

前四半期連結会計期間 

  （自 平成 17 年１月１日 

      至 平成 17 年６月 30 日） 

当四半期連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

      至 平成 18 年６月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

   至 平成 17 年 12 月 31 日） 

※１.販売費及び一般管理費の主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

人件費       189,473 千円 

役員退職慰労引当金  13,769 

繰入額 

貸倒引当金繰入額      305 

※２．  ─────────── 

※１.販売費及び一般管理費の主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

人件費       168,951 千円 

役員退職慰労引当金  1,651 

繰入額 

 

※２．  ─────────── 

※１.販売費及び一般管理費の主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

人件費       896,785千円 

役員退職慰労引当金  55,076

繰入額 

 

※２．固定資産売却益は、運搬具 584 千円

であります。 
 
 
（訂正後） 

前四半期連結会計期間 

  （自 平成 17 年１月１日 

      至 平成 17 年６月 30 日） 

当四半期連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

      至 平成 18 年６月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

   至 平成 17 年 12 月 31 日） 

※１.販売費及び一般管理費の主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

人件費        189,473 千円 

役員退職慰労引当金   13,769 

繰入額 

貸倒引当金繰入額       305 

※２．  ─────────── 

※１.販売費及び一般管理費の主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

人件費       168,951 千円 

役員退職慰労引当金   1,651 

繰入額 

 

※２．  ─────────── 

※１.販売費及び一般管理費の主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

人件費       835,842千円 

役員退職慰労引当金  60,943

繰入額 

 

※２．固定資産売却益は、運搬具 584 千円

であります。 
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２． 平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）35 ページ 
 
５.生産、受注及び販売の状況 

 （2）販売実績 

 （訂正前） 

 （注）２．最近２中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次の通りであります。 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

   至 平成 17 年６月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

   至 平成 18 年６月 30 日） 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

野田 享一 1,636,724 29.1 － － 

㈱陽栄ハウジング 697,538 12.4 － － 

日建不動産㈱ － － 1,988,400 30.2 

東京四谷・京都五条任意組合 － － 1,954,527 29.6

 
 
 
 
 
(訂正後) 

（注）２．最近２中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次の通りであります。 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

   至 平成 17 年６月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

   至 平成 18 年６月 30 日） 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱モリモト 1,636,724 29.1 － － 

三光ソフラン㈱ 697,538 12.4 － － 

日建不動産㈱ － － 1,988,400 30.2 

東京四谷・京都五条任意組合 － － 1,899,726 28.8

 

 
                                           以 上 


