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過年度の決算短信等の一部訂正について 

 

 

当社は平成 19 年 10 月 2 日付「業績に影響を与える事象の発生について」のリリースで

過年度の決算を訂正する旨を発表しましたが、このたび具体的な内容が確定しましたので

お知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿を

付して表示しております。また訂正報告書（有価証券報告書および半期報告書）につきま

しては本日付で関東財務局へ提出いたしました。 

 

記 

 
１ 訂正の理由 

当社は平成 19 年 10 月 2 日付で発表しましたとおり、過去においてたな卸し資産の貸

借対照表計上額に誤りのある可能性を会計監査法人である新日本監査法人より指摘され、

第三者を含めた特別調査委員会による調査を行ないました。その結果、平成 18 年１月期

（第 22 期）より平成 19 年１月期（第 23 期）までの間に、たな卸し資産の在庫数量およ

び評価に関する不適切な行為により、たな卸し資産の過大計上等の不適切な会計処理が

行われていたことが判明いたしました。 
この事実を受けて今回訂正報告書の提出にあたり、過大に計上されていたたな卸し資産とそ

れに伴う売上原価を訂正するとともに、また不適切な会計処理に係る返品調整引当金の訂正を

行い、これらの処理に対する税効果会計の見直し等、必要と認められる訂正を行いました。尚

今回の各訂正報告書には監査法人よりすべて適正意見をいただいております。 

過年度の有価証券報告書の訂正報告書が確定をもって、当該半期報告書ならびに当中

間期の決算短信につきましては一時会計監査人による監査が終了次第、平成 19 年 11 月

末までに提出の予定です。 



 
なお、このような会計処理が発生したことは誠に遺憾であり、株主の皆様や取引先を始

めとした多数の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げ

ます。 
 
2 訂正を行なう決算短信の概要について 
 決算期 公表日 

平成18年1月期 平成17年2月1日～平成18年1月31日 平成18年4月27日 
通期 

平成19年1月期 平成18年2月1日～平成19年1月31日 平成19年4月27日 
 

 決算期 公表日 
平成18年1月期 平成17年2月1日～平成18年1月31日 平成17年10月18日

中間 
平成19年1月期 平成18年2月1日～平成19年1月31日 平成18年10月24日

 
 

３ 本日別途開示資料 
 
① 平成 18 年 1 月期決算短信（非連結）の訂正について 
② 平成 19 年 1 月期決算短信（連結）の訂正および平成 19 年 1 月期個別財務諸表の概要

の訂正について 
③ 平成 18 年 1 月期中間決算短信（非連結）の訂正について 
④ 平成 19 年 1 月期中間決算短信（非連結）の訂正について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 財務諸表サマリー                        （百万円） 
平成 18 年 1 月期中間（非連結） 平成 18 年 1 月期期末（非連結） 

 訂正前 訂正後 影響額  訂正前 訂正後 影響額 

売上高 9,064 9,064 - 売上高 18,589 18,589 -

売上総利益 4,588 4,337 ▲251 売上総利益 8,774 8,473 ▲300

営業利益 506 255 ▲251 営業利益 1,049 748 ▲300

経常利益 507 256 ▲251 経常利益 1,076 776 ▲300

当期純利益 199 ▲162 ▲361 当期純利益 467 35 ▲432

流動資産 10,092 9,767 ▲324 流動資産 9,058 8,663 ▲394

固定資産 2,335 2,306 ▲29 固定資産 2,268 2,248 ▲19

繰延資産 70 70 - 繰延資産 46 46 -

資産合計 12,498 12,144 ▲354 資産合計 11,373 10,959 ▲414

流動負債 6,461 6,461 - 流動負債 5,581 5,581 -

固定負債 1,018 1,026 7 固定負債 491 508 17

負債合計 7,480 7,487 7 負債合計 6,072 6,090 17

純資産 5,018 4,656 ▲361 純資産 5,300 4,868 ▲432

負債及び純資産合計 12,498 12,144 ▲354 負債及び純資産合計 11,373 10,959 ▲414

 
平成 19 年 1 月期中間(非連結) 平成 19 年 1 月期期末(個別) 

 訂正前 訂正後 影響額  訂正前 訂正後 影響額 

売上高 7,382 7,382 - 売上高 14,607 14,557 ▲49

売上総利益 3,443 3,055 ▲387 売上総利益 6,739 6,086 ▲653

営業利益 ▲436 ▲823 ▲387 営業利益 ▲436 ▲1,090 ▲653

経常利益 ▲423 ▲811 ▲387 経常利益 ▲421 ▲1,075 ▲653

当期純利益 ▲280 ▲827 ▲546 当期純利益 ▲341 ▲1,105 ▲763

流動資産 7,835 6,868 ▲966 流動資産 7,494 6,394 ▲1,099

固定資産 2,310 2,277 ▲32 固定資産 3,186 3,103 ▲83

繰延資産 23 23 - 繰延資産 - - -

資産合計 10,168 9,169 ▲998 資産合計 10,681 9,498 ▲1,182

流動負債 5,002 5,002 - 流動負債 4,174 4,178 4

固定負債 300 311 10 固定負債 1,734 1,744 9

負債合計 5,302 5,313 11 負債合計 5,908 5,922 13

純資産 4,866 3,856 ▲1,009 純資産 4,772 3,575 ▲1,196

負債及び純資産合計 10,168 9,169 ▲998 負債及び純資産合計 10,681 9,498 ▲1,182



 （百万円） 
平成 19 年 1 月期期末(連結) 

 訂正前 訂正後 影響額

売上高 15,722 15,673 ▲49

売上総利益 7,470 6,816 ▲654

営業利益 ▲462 ▲1,115 ▲653

経常利益 ▲486 ▲1,139 ▲653

当期純利益 ▲463 ▲1,227 ▲763

流動資産 7,840 6,741 ▲1,099

固定資産 3,844 3,761 ▲83

繰延資産 - - -

資産合計 11,685 10,502 ▲1,183

流動負債 4,811 4,115 4

固定負債 2,193 2,203 10

負債合計 7,005 7,018 13

純資産 4,679 3,483 ▲1,196

負債及び純資産合計 11,685 10,502 ▲1,183

 

（注）当社は平成18年8月25日にパイオニアトレーディング㈱の全株式を取得し、連結子会社といたし

ました。これに伴い、みなし取得日を平成18年8月１日としたため、損益は平成18年8月からの6カ月間を

連結して、連結財務諸表を作成しております。なお、平成19年1月期中間以前は連結財務諸表を作成して

おりません。 

 
以上 


