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平成19年９月28日 

  

各      位 

 

会 社 名   楽 天 株 式 会 社 

代表者名   代表取締役会長兼社長  

    三 木 谷  浩 史 

    (JASDAQコード 4755) 

問合せ先   取締役 常務執行役員  

       髙  山    健 

    電話 03-6387-0555  

 

 

 

平成19年12月期中間決算短信添付資料の一部訂正について 
 

平成19年８月21日に発表いたしました平成19年12月期中間決算短信添付資料の記載事項について、下記のとおり内容を

訂正いたします。なお、訂正箇所については、     で示しております。 

 

記 

 
 
１．訂正に至った経緯 

  平成19年９月28日付で提出した第11期半期報告書作成の過程において、注記事項に次の誤りおよび経理処理の変更

がございましたので、訂正いたします。 

 

「連結損益計算書関係」の注記に関して、一部の３月決算の連結子会社の貸倒の経理処理において、取崩を行うべき期

首貸倒引当金残高を平成18年３月末残高としていたところ、当社連結決算期末である平成18年12月末残高を期首残高

として処理を行い、一部貸倒損失として計上したものを貸倒引当金繰入額として組み替えるよう訂正いたします。 

 

「生産、受注及び販売の状況」の注記に関して、品目別販売実績のうち、一部社内部門間取引の売上消去を「その他売

上」で行っておりましたが、当該取引につき「ポータル売上」より消去するよう変更いたします。なお当該変更は消去科

目の変更であり、合計額に影響はございません。 

 

「貸借対照表関係」での貸出コミットメントラインに関する注記に関して、一部連結子会社に対する未実行の貸出 

コミットメントライン契約の集計漏れがございましたので訂正いたします。 
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２．訂正内容 
 
【平成 19年 12月期中間決算短信添付資料】 
45ページ 
注記事項 
（中間連結損益計算書関係） 
 
（訂正前） 
 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日  

 至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日  

 至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年１月１日  

 至 平成18年12月31日） 

※1. 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

(1)広告宣伝費及び 

販売促進費 

7,414百万円 

(2)人件費 13,526百万円 

(3)減価償却費 2,756百万円 

(4)通信費及び保守費 4,376百万円 

(5)委託費及び外注費 9,076百万円 

(6)貸倒費用 17,413百万円 

＜略＞ 

※1. 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

(1)広告宣伝費及び 

販売促進費 

6,443百万円 

(2)人件費 12,616百万円 

(3)減価償却費 3,423百万円 

(4)通信費及び保守費 5,365百万円 

(5)委託費及び外注費 9,612百万円 

(6)貸倒費用 6,395百万円 

(7)貸倒引当金繰入額 7,626百万円 

(8)利息返還損失引当

金繰入額 

2,980百万円 

＜略＞ 

 

※1. 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

(1)広告宣伝費及び 

販売促進費 

14,911百万円 

(2)人件費 26,805百万円 

(3)減価償却費 6,049百万円 

(4)通信費及び保守費 9,383百万円 

(5)委託費及び外注費 18,526百万円 

(6)貸倒費用 3,142百万円 

(7)貸倒引当金繰入額 31,553百万円 

＜略＞ 

 
（訂正後） 
 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日  

 至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日  

 至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年１月１日  

 至 平成18年12月31日） 

※1. 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

(1)広告宣伝費及び 

販売促進費 

7,414百万円 

(2)人件費 13,526百万円 

(3)減価償却費 2,756百万円 

(4)通信費及び保守費 4,376百万円 

(5)委託費及び外注費 9,076百万円 

(6)貸倒費用 17,413百万円 

＜略＞ 

※1. 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

(1)広告宣伝費及び 

販売促進費 

6,443百万円 

(2)人件費 12,616百万円 

(3)減価償却費 3,423百万円 

(4)通信費及び保守費 5,365百万円 

(5)委託費及び外注費 9,612百万円 

(6)貸倒費用 49百万円 

(7)貸倒引当金繰入額 13,972百万円 

(8)利息返還損失引当

金繰入額 

2,980百万円 

＜略＞ 

 

※1. 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

(1)広告宣伝費及び 

販売促進費 

14,911百万円 

(2)人件費 26,805百万円 

(3)減価償却費 6,049百万円 

(4)通信費及び保守費 9,383百万円 

(5)委託費及び外注費 18,526百万円 

(6)貸倒費用 3,142百万円 

(7)貸倒引当金繰入額 31,553百万円 

＜略＞ 
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71ページ 
注記事項 
（生産、受注及び販売の状況） 
 （3） 販売実績 
 
（訂正前） 
 

＜略＞ 
 
（注）1.  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

2.  当社単体ベースの品目別販売実績の推移は次のとおりであります。 

品目別販売実績（当社単体ベース） 

(単位：百万円) 

前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 
品  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

出店料売上 4,479 19.4％ 4,686 16.5％ 9,150 18.5％ 

マージン売上 6,348 27.5％ 8,484 29.9％ 14,048 28.4％ 

広告売上 6,394 27.7％ 8,359 29.4％ 14,175 28.7％ 

ポータル売上 3,458 15.0％ 5,214 18.4％ 7,487 15.2％ 

その他売上 2,380 10.3％ 1,657 5.8％ 4,557 9.2％ 

合  計 23,061 100.0％ 28,403 100.0％ 49,418 100.0％ 

 
＜略＞ 

 
（訂正後） 
 

＜略＞ 
 
（注）1.  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

2.  当社単体ベースの品目別販売実績の推移は次のとおりであります。 

品目別販売実績（当社単体ベース） 

(単位：百万円) 

前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日 

前事業年度 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日 
品  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

出店料売上 4,479 19.4％ 4,686 16.5％ 9,150 18.5％ 

マージン売上 6,348 27.5％ 8,484 29.9％ 14,048 28.4％ 

広告売上 6,394 27.7％ 8,359 29.4％ 14,175 28.7％ 

ポータル売上 3,458 15.0％ 3,267 11.5％ 7,487 15.2％ 

その他売上 2,380 10.3％ 3,604 12.7％ 4,557 9.2％ 

合  計 23,061 100.0％ 28,403 100.0％ 49,418 100.0％ 

 
＜略＞ 
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82ページ 
注記事項 
（貸借対照表関係） 
 
（訂正前） 
 

前中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前事業年度末 

（平成18年12月31日） 

＜略＞ 
※３ 貸出コミットメントライン契約 
 当社の子会社である株式会社楽天

野球団、楽天ストラテジックパートナ

ーズ株式会社及び楽天メディア・イン

ベストメント株式会社に対する貸出

コミットメントラインの未実行残高

は次の通りです。 
 
貸出コミットメントラインの総額 

 105,000百万円 

貸出実行残高 96,270百万円 

未実行残高 8,730百万円 

＜略＞ 
 

＜略＞ 
※３ 貸出コミットメントライン契約 
 当社の子会社である株式会社楽天

野球団、楽天ストラテジックパートナ

ーズ株式会社及び楽天メディア・イン

ベストメント株式会社等に対する貸

出コミットメントラインの未実行残

高は次の通りです。 
 
貸出コミットメントラインの総額 

 109,000百万円 

貸出実行残高 93,138百万円 

未実行残高 15,862百万円 

＜略＞ 

＜略＞ 
※３ 貸出コミットメントライン契約 
  当社の子会社である株式会社楽天
野球団、楽天ストラテジックパートナ

ーズ株式会社及び楽天メディア・イン

ベストメント株式会社等に対する貸

出コミットメントラインの未実行残

高は次のとおりです。 
 
貸出コミットメントラインの総額 

 108,000百万円 

貸出実行残高 87,608百万円 

未実行残高 20,392百万円 

＜略＞ 

 
（訂正後） 
 

前中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 

前事業年度末 

（平成18年12月31日） 

＜略＞ 
※３ 貸出コミットメントライン契約 
 当社の子会社である株式会社楽天

野球団、楽天ストラテジックパートナ

ーズ株式会社及び楽天メディア・イン

ベストメント株式会社に対する貸出

コミットメントラインの未実行残高

は次の通りです。 
 
貸出コミットメントラインの総額 

 105,000百万円 

貸出実行残高 96,270百万円 

未実行残高 8,730百万円 

＜略＞ 
 

＜略＞ 
※３ 貸出コミットメントライン契約 
 当社の子会社である株式会社楽天

野球団、楽天ストラテジックパートナ

ーズ株式会社及び楽天メディア・イン

ベストメント株式会社等に対する貸

出コミットメントラインの未実行残

高は次の通りです。 
 
貸出コミットメントラインの総額 

 113,000百万円 

貸出実行残高 93,138百万円 

未実行残高 19,862百万円 

＜略＞ 

＜略＞ 
※３ 貸出コミットメントライン契約 
  当社の子会社である株式会社楽天
野球団、楽天ストラテジックパートナ

ーズ株式会社及び楽天メディア・イン

ベストメント株式会社等に対する貸

出コミットメントラインの未実行残

高は次のとおりです。 
 
貸出コミットメントラインの総額 

 108,000百万円 

貸出実行残高 87,608百万円 

未実行残高 20,392百万円 

＜略＞ 

 
 

以  上 


