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平成19年７月24日    

各  位 

会 社 名 株式会社パシフィックネット 
代表者名 代表取締役社長 上田 満弘 

（コード番号 3021 東証マザーズ） 
問合せ先  取締役管理部門担当 

氏名   菅谷 泰久 
（電話番号 03－5730－1442） 

 

 

 

（訂正）「平成19年５月期決算短信（連結）」の一部訂正について 

 
 

 

平成19年７月13日に公表いたしました「平成19年５月期決算短信（連結）」の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正の報告をいたします。 

 

 
記 

 
 

１. 訂正箇所「平成19年５月期決算短信（連結）」23ページ、24ページ、35ページ 

   訂正箇所には＿を付してあります。 
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訂正箇所 23ページ 

（訂正前） 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 
現金及び預金 1,028,029千円  

 有価証券   716千円  

現金及び現金同等物 1,028,029 千円  
※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の 

資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時 
の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のため 
の支出（純額）との関係は次のとおりであります。 

㈱システムイン郡山（平成 19 年２月 28 日現在） 

 流動資産 149,633 千円  
 固定資産 87,771 千円  
 のれん 5,177 千円  
 流動負債 △56,976 千円  
 固定負債 △14,755 千円  
  ㈱システムイン郡山株式の取得価額 170,850 千円  
 ㈱システムイン郡山の現金及び現金同等物 △ 67,024 千円  
 差引：㈱システムイン郡山取得のための支出 103,826 千円  
   

 
（訂正後） 

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 
 現金及び預金 1,028,029千円  

 有価証券   －千円  

現金及び現金同等物 1,028,029 千円  
※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の 

資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時 
の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のため 
の支出（純額）との関係は次のとおりであります。 

㈱システムイン郡山（平成 19 年２月 28 日現在） 

 流動資産 149,633 千円  
 固定資産 87,771 千円  
 のれん 5,177 千円  
 流動負債 △56,976 千円  
 固定負債 △14,755 千円  
  ㈱システムイン郡山株式の取得価額 170,850 千円  
 ㈱システムイン郡山の現金及び現金同等物 △ 67,024 千円  
 差引：㈱システムイン郡山取得のための支出 103,826 千円  
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訂正箇所 24ページ 

（訂正前） 

 (セグメント情報) 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自平成18年５月１日 至平成 19 年６月 30日）        （単位：千円） 
 

販売事業 引取回収事業 レンタル事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ.売上高及び営業損益       

  売上高       

(1)外部顧客に対する売上高  2,932,255 460,388 358,575 3,751,219 ― 3,751,219 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ― 

計 2,932,255 460,388 358,575 3,751,219 ― 3,751,219 

営業費用 1,461,440 159,692 115,691 3,537,258 ― 3,537,258 

営業利益 135,108 42,136 36,715 213,961 ― 213,961 

Ⅱ.資産、減価償却及び資本的支

出     ―  

   資産  1,811,671 114,697 368,694 2,265,062 ― 2,265,062 

減価償却 61,538 27,285 130,120 218,944 ― 218,944 

資本的支出 48,148 5,913 256,247 302,309 ― 302,309 

 (注) 1．事業区分の方法 

事業の区分は、内部管理採用している区分によっております。 

2．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 
販売事業 中古パソコン販売 
引取回収事業 中古物件の引取回収手数料 
レンタル事業 パソコン及び付属機器レンタル 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自平成 18年５月１日 至平成 19 年６月 30 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項

はありません。 

ｃ．海外売上高 

当連結会計年度（自平成 18年５月１日 至平成 19 年６月 30 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（訂正後） 

(セグメント情報) 
ａ．事業の種類別セグメント情報 
当連結会計年度（自平成 18 年６月１日 至平成 19 年５月 31 日）      （単位：千円） 
 

販売事業 引取回収事業 レンタル事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ.売上高及び営業損益       

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 2,932,255 460,388 358,575 3,751,219 ― 3,751,219 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ― 

計 2,932,255 460,388 358,575 3,751,219 ― 3,751,219 

営業費用 2,797,146 418,252 321,859 3,537,258 ― 3,537,258 

営業利益 135,108 42,136 36,715 213,961 ― 213,961 

Ⅱ.資産、減価償却、減損損

失及び資本的支出     ―  

資産  1,781,671 114,697 368,694 2,265,062 ― 2,265,062 

減価償却 61,538 27,285 130,120 218,944 ― 218,944 

減損損失 6,347 ― ― 6,347 ― 6,347 

資本的支出 78,274 5,913 256,247 340,435 ― 340,435 

 (注) 1．事業区分の方法 

事業の区分は、内部管理採用している区分によっております。 

2．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 
販売事業 中古パソコン販売 
引取回収事業 中古物件の引取回収手数料 
レンタル事業 パソコン及び付属機器レンタル 

 
ｂ．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自平成 18年６月１日 至平成 19 年５月 31 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項

はありません。 

ｃ．海外売上高 

当連結会計年度（自平成 18年６月１日 至平成 19 年５月 31 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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訂正箇所 35ページ 

（訂正前） 

当事業年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金 

合計 
利益準備金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

純資産合計 

平成18年５月31日残

高(千円) 
432,750 525,783 525,783 625 555,168 555,793 1,514,326 1,514,326 

事業年度中の 

変動額 
        

新株の発行         

当期純利益     101,862 101,862 101,862 101,862 

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) 

        

事業年度中の変動額

合計(千円) 
    101,862 101,862 1,616,188 1,616,188 

平成19年５月31日残

高(千円) 
432,750 525,783 525,783 625 657,030 657,655 1,616,188 1,616,188 

 
（訂正後） 

当事業年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金

合計 
利益準備金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

純資産合計 

平成18年５月31日残

高(千円) 
432,750 525,783 525,783 625 555,168 555,793 1,514,326 1,514,326 

事業年度中の 

変動額 
        

新株の発行         

当期純利益     101,862 101,862 101,862 101,862 

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) 

        

事業年度中の変動額

合計(千円) 
    101,862 101,862 101,862 101,862 

平成19年５月31日残

高(千円) 
432,750 525,783 525,783 625 657,030 657,655 1,616,188 1,616,188 

 
 

以上 


