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（訂正）「平成21年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成21年５月１日付にて開示いたしました「平成21年３月期 決算短信」の内容の一部に、訂正す

べき箇所がございましたので、以下のとおり訂正いたします。 

 

 

記 

 

 

【訂正内容】下線部分が訂正箇所であります。 

 

１．「平成21年３月期 決算短信」＜24ページ＞ 

「４．連結財務諸表 (7) 連結財務諸表に関する注記事項」 

 

２．「平成21年３月期 決算短信」＜42ページ＞ 

「５．個別財務諸表 (4) 重要な会計方針」 

 

３．「平成21年３月期 決算短信」＜46ページ＞ 

「５．個別財務諸表 (5) 個別財務諸表に関する注記事項」 
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１．（訂正前） 

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年３月21日 

 至 平成20年３月20日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年３月21日 

  至 平成21年３月20日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額

は、次のとおりであります。 

運賃保管料           1,151百万円

人件費             3,661百万円

賞与引当金繰入額         338百万円

退職給付費用            42百万円

役員退職慰労引当金繰入額      40百万円

貸倒引当金繰入額          14百万円

減価償却費            128百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額

は、次のとおりであります。 

運賃保管料            980百万円

人件費             3,620百万円

賞与引当金繰入額         318百万円

退職給付費用           123百万円

役員退職慰労引当金繰入額      39百万円

貸倒引当金繰入額         148百万円

減価償却費            135百万円

（略） （略） 

 

 

１．（訂正後） 

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年３月21日 

 至 平成20年３月20日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年３月21日 

  至 平成21年３月20日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額

は、次のとおりであります。 

運賃保管料           1,151百万円

人件費             3,661百万円

賞与引当金繰入額         338百万円

退職給付費用            42百万円

役員退職慰労引当金繰入額      40百万円

貸倒引当金繰入額          14百万円

減価償却費            128百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額

は、次のとおりであります。 

運賃保管料            980百万円

人件費             3,620百万円

賞与引当金繰入額         318百万円

退職給付費用           123百万円

役員退職慰労引当金繰入額      39百万円

貸倒引当金繰入額          70百万円

減価償却費            135百万円

（略） （略） 
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２．（訂正前） 

(4) 重要な会計方針 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年３月 21 日 

至 平成 20 年３月 20 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年３月 21 日 

至 平成 21 年３月 20 日) 

 （略） （略） 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

（略） 

 

(1) 有形固定資産 

（略） 

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前に法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

これに伴い、前事業年度と同一の

方法によった場合に比べ、売上総利

益が78百万円減少し、営業利益及び

経常利益がそれぞれ81百万円減少

し、税引前当期純損失が同額増加し

ております。 

 

２．（訂正後） 

(4) 重要な会計方針 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年３月 21 日 

至 平成 20 年３月 20 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年３月 21 日 

至 平成 21 年３月 20 日) 

 （略） （略） 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

（略） 

 

(1) 有形固定資産 

（略） 

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前に法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

これに伴い、前事業年度と同一の

方法によった場合に比べ、売上総利

益が78百万円減少し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益がそれ

ぞれ81百万円減少しております。 
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３．（訂正前） 

(5) 個別財務諸表に関する注記事項 

（損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年３月21日 

 至 平成20年３月20日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年３月21日 

  至 平成21年３月20日） 

（略） （略） 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

給料・手当           2,369百万円

法定福利費            425百万円

賞与引当金繰入額         336百万円

退職給付費用            42百万円

役員退職慰労引当金繰入額      40百万円

運賃・保管料          1,118百万円

貸倒引当金繰入額          16百万円

減価償却費            110百万円

家賃・賃借料           628百万円

なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属

する費用の割合は、83％であります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

給料・手当           2,336百万円

法定福利費            433百万円

賞与引当金繰入額         308百万円

退職給付費用           122百万円

役員退職慰労引当金繰入額      39百万円

運賃・保管料           950百万円

貸倒引当金繰入額         151百万円

減価償却費            117百万円

家賃・賃借料           618百万円

なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に

属する費用の割合は、80％であります。 

（略） （略） 

 

３．（訂正後） 

(5) 個別財務諸表に関する注記事項 

（損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年３月21日 

 至 平成20年３月20日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年３月21日 

  至 平成21年３月20日） 

（略） （略） 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

給料・手当           2,369百万円

法定福利費            425百万円

賞与引当金繰入額         336百万円

退職給付費用            42百万円

役員退職慰労引当金繰入額      40百万円

運賃・保管料          1,118百万円

貸倒引当金繰入額          16百万円

減価償却費            110百万円

家賃・賃借料           628百万円

なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に属

する費用の割合は、83％であります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

給料・手当           2,336百万円

法定福利費            433百万円

賞与引当金繰入額         308百万円

退職給付費用           122百万円

役員退職慰労引当金繰入額      39百万円

運賃・保管料           950百万円

貸倒引当金繰入額          73百万円

減価償却費            117百万円

家賃・賃借料           618百万円

なお、販売費及び一般管理費のうち、販売費に

属する費用の割合は、80％であります。 

（略） （略） 

 

以上 


