
  

平成 20 年６月 27 日 

各   位 

大阪市北区堂島浜二丁目２番８号 東洋紡ビル

ヴィンキュラム ジャパン株式会社

代表取締役社長 城田 正昭

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：3784）

問い合わせ先 取締役管理部長 吉田  裕

TEL 06-6348-8951

 

（訂正）「平成 20 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成 20 年５月 13 日に公表いたしました「平成 20 年３月期 決算短信」の一部に誤りがありま

したので、下記のとおり訂正いたします。なお、変更箇所は下線で示しております。 

 

記 

 

＜訂正箇所＞ 

 40 ページ（５.個別財務諸表 (2)損益計算書 (c)プロダクト事業） 

 

【訂正前】 

 (c) プロダクト事業 

  

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） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 労務費  367,859 26.9 270,866 29.4 △96,993

Ⅱ 外注費  611,608 44.7 372,844 40.4 △238,764

Ⅲ 経費 ※１ 389,324 28.4 278,404 30.2 △110,920

  当期総製造費用  1,368,792 100.0 922,115 100.0 △446,677

  期首仕掛品棚卸高  240,679 311,539  70,860

  期首ソフトウエア仮勘定残高  81,731 52,473  △29,258

   合計  1,691,204 1,286,127  △405,077

期末仕掛品棚卸高  311,539 117,576  △193,963

  期末ソフトウエア仮勘定残高  52,473 15,053  △37,420

  他勘定振替 ※２ 173,625 50,934  △122,691

  当期売上原価  1,153,566 999,656  △153,910

    原価計算の方法 
     当社の原価計算は、個別原価計算によっております。 
 



    （売上原価明細書に関する脚注） 

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） 

※１．主な内訳は次のとおりであります。 ※１．主な内訳は次のとおりであります。 

   減価償却費 238,869 千円    減価償却費 181,850 千円

※２．他勘定振替 ※２．他勘定振替 

   ソフトウエアへの振替高 173,625 千円    ソフトウエアへの振替高 50,934 千円

 

【訂正後】 

 (c) プロダクト事業 

  

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） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 労務費  367,859 26.9 270,866 29.4 △96,993

Ⅱ 外注費  611,608 44.7 372,844 40.4 △238,764

Ⅲ 経費 ※１ 389,324 28.4 278,404 30.2 △110,920

  当期総製造費用  1,368,792 100.0 922,115 100.0 △446,677

  期首仕掛品棚卸高  240,679 311,539  70,860

  期首ソフトウエア仮勘定残高  81,731 52,473  △29,258

   合計  1,691,204 1,286,127  △405,077

期末仕掛品棚卸高  311,539 117,576  △193,963

  期末ソフトウエア仮勘定残高  52,473 15,053  △37,420

  他勘定振替 ※２ 173,625 153,842  △19,783

  当期売上原価  1,153,566 999,656  △153,910

    原価計算の方法 
     当社の原価計算は、個別原価計算によっております。 
 

    （売上原価明細書に関する脚注） 

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） 

※１．主な内訳は次のとおりであります。 ※１．主な内訳は次のとおりであります。 

   減価償却費 238,869 千円    減価償却費 181,850 千円

※２．他勘定振替 ※２．他勘定振替 

   ソフトウエアへの振替高 173,625 千円    ソフトウエアへの振替高 153,842 千円

 

以 上 


