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平成20年５月12日 

各 位 

株式会社ヒガシトゥエンティワン

 代表取締役社長 阿知羅 英夫

（JASDAQコード番号：9029）

問合せ先 取締役常務執行役員管理統括本部長

山田 佳夫

TEL：06-6945-5611

 
（訂正）過年度決算短信の訂正に関するお知らせ 

 

 当社が過去に発表いたしました決算短信の（損益計算書関係）及び（退職給付関係）の注記事項

に関する記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 また、平成17年３月期、平成18年３月期、並びに平成19年３月期の有価証券報告書につきまして

も、下記の２．訂正事項の内容につきまして、平成20年５月12日付で近畿財務局に当該報告書の訂

正報告書を提出いたしました。なお、これによる損益への影響はありません。 

 

記 

１．訂正する決算短信 

(１) 平成17年３月期 決算短信（非連結）〔平成17年５月10日発表分〕 

(２) 平成18年３月期 決算短信（非連結）〔平成18年５月９日発表分〕 

(３) 平成19年３月期 決算短信（非連結）〔平成19年５月10日発表分〕 

 

２．訂正事項 

(１) 平成17年３月期 決算短信（非連結） 

①19頁 「注記事項（損益計算書関係）」 

②24頁 「注記事項（退職給付関係）１ 採用している退職給付制度の概要 ３ 退職給付 

     費用の内訳」 

(２) 平成18年３月期 決算短信（非連結） 

①24頁 「注記事項（損益計算書関係）」 

②32頁 「注記事項（退職給付関係）１ 採用している退職給付制度の概要 ３ 退職給付 

     費用の内訳」 

 

(３) 平成19年３月期 決算短信（非連結） 

①26頁 「注記事項（損益計算書関係）」 

②34頁 「注記事項（退職給付関係）１ 採用している退職給付制度の概要 ３ 退職給付 

     費用の内訳」 
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３．訂正内容（訂正箇所は  を付して表示しております。） 

 

(１) 平成17年３月期 決算短信（非連結） 

①19頁 「注記事項（損益計算書関係）」 

（訂正前） 

第82期 

（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日） 

第83期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は66％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は34％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は66％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は34％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 役員報酬 150,590 千円  役員報酬 126,164 千円

 給料賞与手当 748,179   給料賞与手当 804,842  

 貸倒引当金繰入額 22,880   貸倒引当金繰入額 246  

 賞与引当金繰入額 97,159   賞与引当金繰入額 89,625  

 役員退職慰労引当金繰入額 27,240   役員退職慰労引当金繰入額 19,320  

 退職給付費用 32,161   退職給付費用 31,921  

 法定福利費 152,327   法定福利費 153,674  

 減価償却費 96,548   減価償却費 89,304  

 賃借料 110,143   賃借料 109,412  

  

 

 

（訂正後） 

第82期 

（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日） 

第83期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は66％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は34％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は66％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は34％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 役員報酬 150,590 千円  役員報酬 126,164 千円

 給料賞与手当 748,179   給料賞与手当 804,842  

 貸倒引当金繰入額 22,880   貸倒引当金繰入額 246  

 賞与引当金繰入額 97,159   賞与引当金繰入額 89,625  

 役員退職慰労引当金繰入額 27,240   役員退職慰労引当金繰入額 19,320  

 退職給付費用 58,993   退職給付費用 58,247  

 法定福利費 125,496   法定福利費 127,348  

 減価償却費 96,548   減価償却費 89,304  

 賃借料 110,143   賃借料 109,412  
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②24頁 「注記事項（退職給付関係）」 

（訂正前） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、勤続３年以上の従業員を対象に適格退職年金制度及び退職一時金

制度を設けております。

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
第82期 

（自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日) 

第83期 
（自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

退職給付費用  

（１）勤務費用（注） 53,378千円 54,692千円

（２）利息費用 10,414 10,956 

（３）期待運用収益（減算） 5,715 6,940 

（４）過去勤務債務の費用処理額 ― 29,454 

（５）数理計算上の差異の費用処理額 21,590 17,978 

（６）退職給付費用 
（１）＋（２）－（３）＋（４）＋（５）

79,669 106,142 

（注）中部東運送株式会社との合併後の、簡便法を採用している退職給付費用は、「（１）勤務費用」に計上し

ております。 

 

（訂正後） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び勤続３年以上の従業員を対象に適格退職年

金制度及び退職一時金制度を設けております。 

当社の加入する厚生年金基金（代行部分を含む）は総合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金

資産の額を合理的に計算することが出来ないため、退職給付に係る会計基準（企業会計審議会：平成10

年６月16日）注解12（複数事業主制度の企業年金について）により、年金基金への要拠出額を退職給付

費用として処理しております。なお、当該年金基金の年金資産額のうち、平成17年3月31日現在の掛金拠

出割合を基準として計算した当社分の年金資産額は、1,946,431千円であります。

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
第82期 

（自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日) 

第83期 
（自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

退職給付費用  

（１）勤務費用（注） 53,378千円 54,692千円

（２）利息費用 10,414 10,956 

（３）期待運用収益（減算） 5,715 6,940 

（４）過去勤務債務の費用処理額 ― 29,454 

（５）数理計算上の差異の費用処理額 21,590 17,978 

（６）小計 

（１）＋（２）－（３）＋（４）＋（５）
79,669 106,142 

（７）厚生年金基金拠出金 67,340 65,939

（８）合計 

（６）＋（７）
147,009 172,081

（注）中部東運送株式会社との合併後の、簡便法を採用している退職給付費用は、「（１）勤務費用」に計上し

ております。 
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(２) 平成18年３月期 決算短信（非連結） 

①24頁 「注記事項（損益計算書関係）」 

（訂正前） 

第83期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第84期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は66％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は34％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は65％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は35％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 役員報酬 126,164 千円  役員報酬 149,448 千円

 給料賞与手当 804,842   給料賞与手当 829,860  

 貸倒引当金繰入額 246   貸倒引当金繰入額 5,398  

 賞与引当金繰入額 89,625   賞与引当金繰入額 90,837  

 役員退職慰労引当金繰入額 19,320   役員退職慰労引当金繰入額 31,840  

 退職給付費用 31,921   退職給付費用 29,510  

 法定福利費 153,674   法定福利費 166,626  

 減価償却費 89,304   減価償却費 80,209  

 賃借料 109,412   賃借料 119,821  

  

 

（訂正後） 

第83期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第84期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は66％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は34％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は65％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は35％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 役員報酬 126,164 千円  役員報酬 149,448 千円

 給料賞与手当 804,842   給料賞与手当 829,860  

 貸倒引当金繰入額 246   貸倒引当金繰入額 5,398  

 賞与引当金繰入額 89,625   賞与引当金繰入額 90,837  

 役員退職慰労引当金繰入額 19,320   役員退職慰労引当金繰入額 31,840  

 退職給付費用 58,247   退職給付費用 62,324  

 法定福利費 127,348   法定福利費 133,813  

 減価償却費 89,304   減価償却費 80,209  

 賃借料 109,412   賃借料 119,821  
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②32頁 「注記事項（退職給付関係）」 

（訂正前） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、従来確定給付型の制度として、勤続３年以上の従業員を対象に適格退職年金制度及び退職一

時金制度を設けておりましたが、平成17年３月31日付で、ポイント制度に移行しております。

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
第83期 

（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日) 

第84期 
（自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

退職給付費用  

（１）勤務費用 54,692千円 51,702千円

（２）利息費用 10,956 11,542 

（３）期待運用収益（減算） 6,940 7,121 

（４）過去勤務債務の費用処理額 29,454 ― 

（５）数理計算上の差異の費用処理額 17,978 16,275 

（６）退職給付費用 
（１）＋（２）－（３）＋（４）＋（５）

106,142 72,398 

 

 

（訂正後） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、従来確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び勤続３年以上の従業員を対象に適格退

職年金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、平成17年３月31日付で、ポイント制度に移行し

ております。 

当社の加入する厚生年金基金（代行部分を含む）は総合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金

資産の額を合理的に計算することが出来ないため、退職給付に係る会計基準（企業会計審議会：平成10

年６月16日）注解12（複数事業主制度の企業年金について）により、年金基金への要拠出額を退職給付

費用として処理しております。なお、当該年金基金の年金資産額のうち、平成18年3月31日現在の掛金拠

出割合を基準として計算した当社分の年金資産額は、2,500,437千円であります。

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
第83期 

（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日) 

第84期 
（自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

退職給付費用  

（１）勤務費用 54,692千円 51,702千円

（２）利息費用 10,956 11,542 

（３）期待運用収益（減算） 6,940 7,121 

（４）過去勤務債務の費用処理額 29,454 ― 

（５）数理計算上の差異の費用処理額 17,978 16,275 

（６）小計 

（１）＋（２）－（３）＋（４）＋（５）
106,142 72,398 

（７）厚生年金基金拠出金 65,939 77,443

（８）合計 

（６）＋（７）
172,081 149,842
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(３) 平成19年３月期 決算短信（非連結） 

①26頁 「注記事項（損益計算書関係）」 

（訂正前） 

第84期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第85期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は65％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は35％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は66％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は34％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 役員報酬 149,448 千円  役員報酬 147,330 千円

 給料賞与手当 829,860   給料賞与手当 940,736  

 貸倒引当金繰入額 5,398   貸倒引当金繰入額 1,037  

 賞与引当金繰入額 90,837   賞与引当金繰入額 114,635  

 役員退職慰労引当金繰入額 31,840   役員退職慰労引当金繰入額 20,120  

 退職給付費用 29,510   退職給付費用 27,177  

 法定福利費 166,626   法定福利費 173,346  

 減価償却費 80,209   減価償却費 77,771  

 賃借料 119,821   賃借料 137,936  

 ※２ ＜略＞ 

（訂正後） 

第84期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第85期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は65％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は35％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は66％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は34％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 役員報酬 149,448 千円  役員報酬 147,330 千円

 給料賞与手当 829,860   給料賞与手当 940,736  

 貸倒引当金繰入額 5,398   貸倒引当金繰入額 1,037  

 賞与引当金繰入額 90,837   賞与引当金繰入額 114,635  

 役員退職慰労引当金繰入額 31,840   役員退職慰労引当金繰入額 20,120  

 退職給付費用 62,324   退職給付費用 60,156  

 法定福利費 133,813   法定福利費 140,367  

 減価償却費 80,209   減価償却費 77,771  

 賃借料 119,821   賃借料 137,936  

 ※２ ＜略＞ 
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②34頁 「注記事項（退職給付関係）」 

（訂正前） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、従来確定給付型の制度として、勤続３年以上の従業員を対象に適格退職年金制度及び退職一

時金制度を設けておりましたが、平成17年３月31日付で、ポイント制度に移行しております。

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
第84期 

（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日) 

第85期 
（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

退職給付費用  

（１）勤務費用 51,702千円 50,002千円

（２）利息費用 11,542 11,754 

（３）期待運用収益（減算） 7,121 8,954 

（４）過去勤務債務の費用処理額 ― ― 

（５）数理計算上の差異の費用処理額 16,275 7,819 

（６）退職給付費用 
（１）＋（２）－（３）＋（４）＋（５）

72,398 60,621 

 

 

（訂正後） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、従来確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び勤続３年以上の従業員を対象に適格退

職年金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、平成17年３月31日付で、ポイント制度に移行し

ております。 

当社の加入する厚生年金基金（代行部分を含む）は総合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金

資産の額を合理的に計算することが出来ないため、退職給付に係る会計基準（企業会計審議会：平成10

年６月16日）注解12（複数事業主制度の企業年金について）により、年金基金への要拠出額を退職給付

費用として処理しております。なお、当該年金基金の年金資産額のうち、平成19年3月31日現在の掛金拠

出割合を基準として計算した当社分の年金資産額は、2,669,073千円であります。

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
第84期 

（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日) 

第85期 
（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

退職給付費用  

（１）勤務費用 51,702千円 50,002千円

（２）利息費用 11,542 11,754 

（３）期待運用収益（減算） 7,121 8,954 

（４）過去勤務債務の費用処理額 ― ― 

（５）数理計算上の差異の費用処理額 16,275 7,819 

（６）小計 

（１）＋（２）－（３）＋（４）＋（５）
72,398 60,621 

（７）厚生年金基金拠出金 77,443 79,098

（８）合計 

（６）＋（７）
149,842 139,719

以 上 


