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平成 19 年 11 月 28 日 

 

会 社 名 片倉チッカリン株式会社 

代表社名 代表取締役社長    中川 敏夫 

（コード番号 4031 東証第一部） 

問合せ先 取締役財経本部管掌役員 嶋田 豊 

（ＴＥＬ 03-5216-6611） 

 

（訂正）「平成 20 年３月期中間決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 19 年 11 月 14 日に開示いたしました「平成 20 年３月期中間決算短信」の一部に誤りがありました

ので、下記の通り訂正させていただきます。 

 なお、訂正個所は下線にて表示しております。 

 

記 

 
【20 ページ】４．中間連結財務諸表 注記事項（中間連結貸借対照表関係）  

（訂正前） 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日） 

前連結会計年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 

６．当社においては、資金調達の機動

性、安定性の確保及び金融費用の圧

縮を目的にシンジケーション方式

によるコミットメントライン契約

を締結しております。 

  当中間連結会計期間末における

借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

   総貸付極度額 4,000 百万円 

   借入実行残高 2,800 

   差引額    1,200 

６．当社においては、資金調達の機動

性、安定性の確保及び金融費用の圧

縮を目的にシンジケーション方式

によるコミットメントライン契約

を締結しております。 

  当中間連結会計期間末における

借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

総貸付極度額 4,000 百万円 

   借入実行残高 3,400 

差引額         600 

６．当社においては、資金調達の機動

性、安定性の確保及び金融費用の圧

縮を目的にシンジケーション方式

によるコミットメントライン契約

を締結しております。 

  当中間連結会計期間末における

借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

総貸付極度額 4,000 百万円 

   借入実行残高 4,000 

   差引額           － 

 

（訂正後） 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日） 

前連結会計年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 

６．当社においては、資金調達の機動

性、安定性の確保及び金融費用の圧

縮を目的にシンジケーション方式

によるコミットメントライン契約

を締結しております。 

  当中間連結会計期間末における

借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

   総貸付極度額 4,000 百万円 

   借入実行残高 2,800 

   差引額    1,200 

６．当社においては、資金調達の機動

性、安定性の確保及び金融費用の圧

縮を目的にシンジケーション方式

によるコミットメントライン契約

を締結しております。 

当中間連結会計期間末における

借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

総貸付極度額 4,000 百万円 

   借入実行残高 3,400 

   差引額          600 

６．当社においては、資金調達の機動

性、安定性の確保及び金融費用の圧

縮を目的にシンジケーション方式

によるコミットメントライン契約

を締結しております。 

  当連結会計期間末における借入

未実行残高は次のとおりでありま

す。 

総貸付極度額 4,000 百万円 

   借入実行残高 4,000 

   差引額           － 
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【21 ページ】４．中間連結財務諸表 注記事項（中間連結損益計算書関係）  

（訂正前） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３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。 

運賃        411 百万円 

給与手当及び賞与  537 

賞与引当金繰入額  109 

退職給付費用     31 

役員退職給与引当金 

繰入額        37 

研究開発費     104 

 

なお、研究開発費のうちには、

賞与引当金繰入額９百万円、退職

給付費用３百万円を含んでおりま

す。 

※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。 

運賃        419 百万円

給与手当及び賞与  445 

賞与引当金繰入額   76 

退職給付費用     26 

役員退職給与引当金 

繰入額        38 

研究開発費     103 

 

なお、研究開発費のうちには、

賞与引当金繰入額２百万円、退職

給付費用５百万円を含んでおりま

す。 

※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。 

運賃        834 百万円

給与手当及び賞与 1,132 

賞与引当金繰入額   89 

退職給付費用     69 

役員退職給与引当金 

繰入額        74 

研究開発費     209 

 

なお、研究開発費のうちには、

賞与引当金繰入額８百万円、退職

給付費用７百万円を含んでおりま

す。 

 

（訂正後） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３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。 

運賃        411 百万円 

給与手当及び賞与  537 

賞与引当金繰入額  109 

退職給付費用     31 

役員退職給与引当金 

繰入額        37 

研究開発費     104 

 

なお、研究開発費のうちには、

賞与引当金繰入額９百万円、退職

給付費用３百万円を含んでおりま

す。 

※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。 

運賃        419 百万円

給与手当及び賞与  450 

賞与引当金繰入額   71 

退職給付費用     26 

役員退職給与引当金 

繰入額        38 

研究開発費     103 

 

なお、研究開発費のうちには、

賞与引当金繰入額７百万円、退職

給付費用３百万円を含んでおりま

す。 

※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。 

運賃        834 百万円

給与手当及び賞与 1,132 

賞与引当金繰入額   89 

退職給付費用     69 

役員退職給与引当金 

繰入額        74 

研究開発費     209 

 

なお、研究開発費のうちには、

賞与引当金繰入額８百万円、退職

給付費用７百万円を含んでおりま

す。 

 

以 上 


