
  
平成 20 年７月 16 日 

各   位 

   札幌市東区東苗穂５条１丁目２番１号 

   株 式 会 社 ア イ ン フ ァ ー マ シ ー ズ 

   代 表 取 締 役 社 長   大  谷  喜  一 

   (コード９６２７ ＪＡＳＤＡＱ) 

   問い合わせ先 

   役職・氏名 専務取締役管理本部長 

   川  井  淳  一 

   ＴＥＬ（０１１）７８３－０１８９ 
 

（訂正）「平成２０年４月期 決算短信」の一部訂正について 
 
平成 20 年６月 12 日付で発表いたしました「平成２０年４月期 決算短信」につきまして、以下のような訂正事項

がありますのでお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 
 
記 

４．連結財務諸表等 (1)連結貸借対照表【11 ページ】 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成19年４月30日現在）

当連結会計年度 
（平成20年４月30日現在） 

期  別 
 
科  目 金  額 構成比 金  額 構成比 

対前期比較 
増減（△） 

 （資産の部） 千円 ％ 千円 ％ 千円

Ⅰ． 流動資産  

１． 現金及び預金 4,186,859 4,315,144  128,284

２． 受取手形及び売掛金 7,545,347 8,964,331  1,418,983

３． たな卸資産 5,497,590 5,355,444  △   142,146

４． 繰延税金資産 341,538 568,870  227,331

５． 短期貸付金 475,000 414,282  △   60,717

６． 未収入金 2,832,298 2,421,622  △   410,676

７． その他 404,005 604,247  200,241

８． 貸倒引当金 △  31,104 △  35,153  △    4,049

 流動資産合計 21,251,537 42.6 22,608,788 39.3 1,357,251

（以下省略） 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成19年４月30日現在）

当連結会計年度 
（平成20年４月30日現在） 

期  別 
 
科  目 金  額 構成比 金  額 構成比 

対前期比較 
増減（△） 

 （資産の部） 千円 ％ 千円 ％ 千円

Ⅰ． 流動資産  

１． 現金及び預金 4,186,859 4,315,144  128,284

２． 受取手形及び売掛金 7,545,347 8,964,331  1,418,983

３． たな卸資産 5,497,590 5,355,444  △   142,146

４． 繰延税金資産 341,538 568,870  227,331

５． 短期貸付金 475,000 594,282  119,282

６． 未収入金 2,832,298 2,421,622  △   410,676

７． その他 404,005 424,247  20,241

８． 貸倒引当金 △  31,104 △  35,153  △    4,049

 流動資産合計 21,251,537 42.6 22,608,788 39.3 1,357,251

（以下省略） 

 



４．連結財務諸表等 (2)連結損益計算書【13 ページ】 

（訂正前） 

前連結会計年度 

自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日 

当連結会計年度 

自 平成19年５月１日 

至 平成20年４月30日 

期  別 
 
科  目 

金  額 百分比 金  額 百分比 

対前期比較 
増減（△） 

  千円 ％ 千円 ％ 千円

（前 略） 

Ⅳ． 営業外収益  

１．受取利息 21,825 26,057  4,232

２．受取配当金 15,041 16,576  1,535

３．受取手数料 59,138 44,850  △   14,287

４．投資事業組合出資金運用益 22,865 －  △   22,865

５．不動産賃貸収入 31,573 59,268  27,694

６．受贈益 45,305 51,146  5,841

７．その他 71,717 205,443  133,726

 営業外収益合計 267,466 0.3 403,343 0.4 135,877

（以下省略） 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日 

当連結会計年度 

自 平成19年５月１日 

至 平成20年４月30日 

期  別 
 
科  目 

金  額 百分比 金  額 百分比 

対前期比較 
増減（△） 

  千円 ％ 千円 ％ 千円

（前 略） 

Ⅳ． 営業外収益  

１．受取利息 21,825 26,057  4,232

２．受取配当金 15,041 16,576  1,535

３．受取手数料 59,138 44,850  △   14,287

４．投資事業組合出資金運用益 22,865 －  △   22,865

５．不動産賃貸収入 31,573 45,557  13,983

６．受贈益 45,305 51,146  5,841

７．その他 71,717 219,154  147,437

 営業外収益合計 267,466 0.3 403,343 0.4 135,877

（以下省略） 

 



４．連結財務諸表等 注記事項(連結貸借対照表関係)【24 ページ】 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成19年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成20年４月30日） 

※１ （省 略） ※１ （省 略） 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

(1) （省 略） (1)  （省 略） 

(2) 担保資産に対応する債務 (2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 2,814,214千円 短期借入金 1,138,924千円

長期借入金（注） 1,475,066千円 長期借入金（注） 975,583千円

買掛金 7,194千円 買掛金 8,962千円

計 4,296,474千円 計 2,123,469千円

(注)１年以内返済予定の長期借入金を含む。 (注)１年以内返済予定の長期借入金を含む。 

 （以下省略）  （以下省略） 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成19年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成20年４月30日） 

※１ （省 略） ※１ （省 略） 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

(1) （省 略） (1)  （省 略） 

(2) 担保資産に対応する債務 (2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 2,814,214千円 短期借入金 188,924千円

長期借入金（注） 1,475,066千円 長期借入金（注） 975,583千円

買掛金 7,194千円 買掛金 8,962千円

計 4,296,474千円 計 1,173,469千円

(注)１年以内返済予定の長期借入金を含む。 (注)１年以内返済予定の長期借入金を含む。 

 （以下省略）  （以下省略） 

 



４．連結財務諸表等 注記事項(連結損益計算書関係)【25 ページ】 

（訂正前） 

前連結会計年度 

自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日 

当連結会計年度 

自 平成19年５月１日 

至 平成20年４月30日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及びそ

の金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及びそ

の金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費 355,159千円 広告宣伝費 422,067千円

販売促進費 326,059 販売促進費 372,587 

給料手当及び賞与 2,010,329 給料手当及び賞与 2,282,058 

役員賞与引当金繰入額 36,000 役員賞与引当金繰入額 48,440 

賞与引当金繰入額 85,352 賞与引当金繰入額 122,398 

退職給付引当金繰入額 25,600 退職給付引当金繰入額 37,019 

法定福利厚生費 386,057 ポイントカード引当金繰入額 8,735 

通信交通費 289,863 法定福利厚生費 430,086 

リース料 293,096 通信交通費 350,789 

地代・家賃 1,617,007 リース料 295,141 

減価償却費 232,137 地代・家賃 1,635,210 

租税公課 283,335 減価償却費 275,135 

のれん償却額 355,479 租税公課 346,044 

  のれん償却額 727,075 

（以下省略）  （以下省略）  

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日 

当連結会計年度 

自 平成19年５月１日 

至 平成20年４月30日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及びそ

の金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及びそ

の金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費 355,159千円 広告宣伝費 422,067千円

販売促進費 326,059 販売促進費 372,587 

給料手当及び賞与 2,010,329 給料手当及び賞与 2,282,058 

役員賞与引当金繰入額 36,000 役員賞与引当金繰入額 42,940 

賞与引当金繰入額 85,352 賞与引当金繰入額 122,398 

退職給付引当金繰入額 25,600 退職給付引当金繰入額 37,019 

法定福利厚生費 386,057 ポイントカード引当金繰入額 8,735 

通信交通費 289,863 法定福利厚生費 430,086 

リース料 293,096 通信交通費 350,789 

地代・家賃 1,617,007 リース料 295,141 

減価償却費 232,137 地代・家賃 1,635,210 

租税公課 283,335 減価償却費 275,135 

のれん償却額 355,479 租税公課 346,044 

  のれん償却額 727,075 

（以下省略）  （以下省略）  

 



５．財務諸表等 注記事項(貸借対照表関係)【46 ページ】 

（訂正前） 

前事業年度 
（平成19年４月30日） 

当事業年度 
（平成20年４月30日） 

※１ （省 略） ※１ （省 略） 

※２ 担保に供している資産及び担保権によって担保さ

れている債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産及び担保権によって担保さ

れている債務は次のとおりであります。 

建物 262,573千円 建物 246,776千円

土地 265,273 土地 265,273 

投資有価証券 5,850 投資有価証券 5,850 

計 533,697千円 計 517,900千円

短期借入金 2,700,000千円 短期借入金 950,000千円

長期借入金（注） 1,149,200 長期借入金（注） 526,000 

買掛金 7,194 買掛金 8,962 

計 3,856,394千円 計 1,484,962千円

 （注） １年以内返済予定の長期借入金を含む。  （注） １年以内返済予定の長期借入金を含む。 

（以下省略） （以下省略） 

 

（訂正後） 

前事業年度 
（平成19年４月30日） 

当事業年度 
（平成20年４月30日） 

※１ （省 略） ※１ （省 略） 

※２ 担保に供している資産及び担保権によって担保さ

れている債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産及び担保権によって担保さ

れている債務は次のとおりであります。 

建物 262,573千円 建物 246,776千円

土地 265,273 土地 265,273 

投資有価証券 5,850 投資有価証券 5,850 

計 533,697千円 計 517,900千円

短期借入金 2,700,000千円 長期借入金（注） 526,000千円

長期借入金（注） 1,149,200 買掛金 8,962 

買掛金 7,194 計 534,962千円

計 3,856,394千円  （注） １年以内返済予定の長期借入金を含む。 

 （注） １年以内返済予定の長期借入金を含む。  

（以下省略） （以下省略） 

以 上 

 


