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平成 20 年６月 19 日 

各 位 

    

    

    

    

    

    

    

（（（（訂正訂正訂正訂正））））平成平成平成平成 20202020 年年年年３３３３月期決算短信月期決算短信月期決算短信月期決算短信のののの一部訂正一部訂正一部訂正一部訂正についてについてについてについて    

 

 

平成 20 年５月９日に公表いたしました平成 20 年３月期決算短信について、一部誤りがありましたので

訂正いたします。 

 

記 

 

１． 訂正箇所 

 訂正箇所には＿を付しております。 

 

【４ページ】 １．経営成績 (1) 経営成績に関する分析  

(訂正前) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 （自 平成19年４月１日 

  至 平成19年３月31日）   至 平成20年３月31日） 区分 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

基盤事業  販促パックサービス 7,988,050 68.0 10,733,409 68.7 

(訂正後) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 （自 平成19年４月１日 

  至 平成19年３月31日）   至 平成20年３月31日） 区分 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

基盤事業  販促パックサービス 7,988,050 68.0 10,733,409 68.8 

 

【24 ページ】 ４．連結財務諸表  注記事項 （連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

２． 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

(訂正前) 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 22 日 

定時株主総会 
普通株式 179,447 700 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 23 日 

(訂正後) 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 22 日 

定時株主総会 
普通株式 179,447 700 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 25 日 

 

会 社 名 株 式 会 社 ぐ る な び 

代 表 者 名 代表取締役社長 久保 征一郎 

（コード番号：2440） 

問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 香 月  壯 一 

（TEL. 03-3215-8818） 
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【26 ページ】 ４．連結財務諸表  注記事項 （リース取引関係） 

(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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物及び構築物 254 114 139 

ソフトウェア 472,252 230,545 241,707 

そ の 他 192,839 85,812 107,026 

合計 665,346 316,472 348,874 
 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

建物及び構築物 254 165 89 

ソフトウェア 690,932 341,461 349,583 

そ の 他 557,962 181,348 376,614 

合計 1,249,149 522,975 726,286 
 

(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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物及び構築物 254 114 139 

ソフトウェア 472,252 230,545 241,707 

そ の 他 192,839 85,812 107,026 

合計 665,346 316,472 348,874 
 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

建物及び構築物 254 165 89 

ソフトウェア 690,932 341,461 349,470 

そ の 他 557,962 181,348 376,614 

合計 1,249,149 522,975 726,173 
 

 

【38 ページ】 ４．連結財務諸表  注記事項 （重要な後発事象） 

（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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

―――――――― 
（子会社出資持分譲受及び増資について） 
  中略 

(1) 出資持分譲受の概要 

①譲受価額 67,740 千円 

（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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

―――――――― 
（子会社出資持分譲受及び増資について） 
  中略 

(1) 出資持分譲受の概要 

①譲受価額 67,470 千円 
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【44 ページ】 ５．個別財務諸表  重要な会計方針 

（訂正前） 

項目 
第18期 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第19期 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

中略 

(1) 有形固定資産 

中略 

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

6,030千円減少しております。 

（訂正後） 

項目 
第18期 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第19期 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

中略 

(1）有形固定資産 

中略 

（会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ6,030千

円減少しております。 

 

【54 ページ】 ５．個別財務諸表  注記事項 （重要な後発事象） 

（訂正前） 

第18期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

第19期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

―――――――― 
（子会社出資持分譲受及び増資について） 
  中略 

(1) 出資持分譲受の概要 

①譲受価額 67,740 千円 

（訂正後） 

第18期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

第19期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

―――――――― 
（子会社出資持分譲受及び増資について） 
  中略 

(1) 出資持分譲受の概要 

①譲受価額 67,470 千円 

以上 


