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平成 19年 12 月 11 日 

各 位 

 

                       会 社 名 日 本 調 剤 株 式 会 社 

                       代表者名 代表取締役社長 三津原 博 

                                           （コード番号 ３３４１ 東証 1 部） 

                       問合せ先 常務取締役 藤森 基成 

                        ＴＥＬ．(０３)６８１０－０８００ 

 

（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 10 月 30 日に発表いたしました「平成 20年 3月期中間決算短信」の内容につき

まして、下記のとおり、一部誤りがございましたので訂正いたします。 

訂正部分は下線に示しております。 

 

記 
 

【訂正箇所①】 

 21 ページ ４．中間連結財務諸表  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

〔訂正前〕 

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)

（3）繰延資産の処理方法 （3）繰延資産の処理方法 （3）繰延資産の処理方法

  株式交付費  株式交付費  株式交付費

　　　支出時に全額費用として処理 同左 同左

　しております。

 

〔訂正後〕 

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)

（3）繰延資産の処理方法 （3）繰延資産の処理方法 （3）繰延資産の処理方法

 株式交付費   ①株式交付費  株式交付費

　　支出時に全額費用として処理 同左 同左

　しております。

  ②社債発行費

　　　　支出時に全額費用として処理

　　　しております。  
 

 



2 

 

 

【訂正箇所②】 

31ページ ４．中間連結財務諸表 

 （中間連結株主資本等変動計算書関係） 

〔訂正前〕 

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） 

２ 配当に関する事項 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日
取締役会

普通株式 158,172 利益剰余金 20 平成19年3月31日 平成19年6月29日

 

〔訂正後〕 

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） 

２ 配当に関する事項 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日
定時株主総会

普通株式 158,172 利益剰余金 20 平成19年3月31日 平成19年6月29日

 

 
【訂正箇所③】 

 35ページ ４．中間連結財務諸表  

（ストック・オプション等関係） 

〔訂正前〕 

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） 

 

U該当事項はありません。 

 

〔訂正後〕 

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） 

 

U当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

平成12年　ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 取締役4名及び従業員17名

株式の種類別ストック・オプション数 普通株式148,000株

付与日 平成12年10月27日

権利確定条件
　新株引受権の割当を受けた者は、権利行使時において当社又は当社の100％子会社の取締役又は
使用人の何れかの地位を有すことを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成16年10月17日～平成22年3月31日
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【訂正箇所④】 

 39ページ ４．中間連結財務諸表  

（１株当たり情報） 

〔訂正前〕 

（注）１．1株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下 

のとおりであります。 

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)

普通株式増加数（株） 10,586 9,000 8,451

　（うち新株予約権（株）） (10,586) (9,000) (8,451)  

 

〔訂正後〕 

（注）１．1株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下 

のとおりであります。 
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)

普通株式増加数（株） 10,586 1,629 8,451

　（うち新株予約権（株）） (10,586) (1,629) (8,451)  

 

 

【訂正箇所⑤】 

 45ページ ６．中間個別財務諸表  

（１）中間貸借対照表 

〔訂正前〕 

区分
注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

構成比
（％）

３　投資その他の資産

　(1）投資有価証券 1,499,280 898,088 1,415,888

　(2）敷金保証金 4,251,217 5,147,251 4,834,408

　(3）前払年金費用 205,042 255,500 229,585

　(4）その他 2,166,285 3,452,475 2,857,525

　　　貸倒引当金 △ 6,518 △ 6,540 △ 6,518

　投資その他の資産合計 8,115,307 22.9 9,746,775 21.3 9,330,887 24.2

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

 

〔訂正後〕 

区分
注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

構成比
（％）

３　投資その他の資産

　(1）投資有価証券 1,499,280 898,088 1,415,888

　(2）関係会社株式 － 2,314,558 1,989,558

　(3）敷金保証金 4,251,217 5,147,251 4,834,408

　(4）前払年金費用 205,042 255,500 229,585

　(5）その他 2,166,285 1,137,916 867,966

　　　貸倒引当金 △ 6,518 △ 6,540 △ 6,518

　投資その他の資産合計 8,115,307 22.9 9,746,775 21.3 9,330,887 24.2

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

 

以 上 

 


