
   
平成21年５月29日

各  位 
会 社 名 ナビタス株式会社 
代表者名 代表取締役社長 中村 弘一 
（JASDAQ・コード番号：6276） 
（ＵＲＬ http://www.navitas.co.jp） 
問合せ先 執行役員管理部長 眞柄光孝 
電  話 072-244-1231 

 
 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「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15日に発表いたしました「平成21年３月期 決算短信」の記載内容の一部に、誤り

がございましたので、下記のとおり訂正いたします。 
  
 

記 
 
 
【訂正箇所】 
 訂正箇所に付きましては、下線を付して表示しております。 
 
１ページ ２．配当の状況 
 
【訂正前】 
 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第２ 
四半期末 期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年３月期 7 50 7 50 15 00 79 131.6 1.8
21年３月期 7 50 7 50 15 00 80 46.8 1.8

22年３月期(予想) 7 50 7 50 15 00 － 68.2 － 

 
【訂正後】 
 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第２ 
四半期末 期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年３月期 7 50 7 50 15 00 80 46.8 1.8
21年３月期 7 50 7 50 15 00 79 131.6 1.8

22年３月期(予想) 7 50 7 50 15 00 － 68.2 － 
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２ページ （参考）個別業績の概要 

１．21年３月期の個別業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 
 

【訂正前】 
 
 (1) 個別経営成績  
   （省略）   

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

  

 円 銭 円 銭  

21年３月期 △9 40 － －   

20年３月期 18 49 － －   
 
 (2) 個別財政状態   

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

21年３月期 4,671 4,012 85.9 767 96

20年３月期 5,260 4,215 80.1 787 64
 

(参考) 自己資本 21年３月期 4,012百万円 20年３月期 4,215百万円
 
【訂正後】 
 
 (1) 個別経営成績  
   （省略）  

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

  

 円 銭 円 銭  

21年３月期 △9 31 － －   

20年３月期 18 49 － －   
 
 (2) 個別財政状態   

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

21年３月期 4,671 4,012 85.9 768 06

20年３月期 5,260 4,215 80.1 787 64
 

(参考) 自己資本 21年３月期 4,012百万円 20年３月期 4,215百万円
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23、24 ページ ５．【個別財務諸表】（1）【貸借対照表】 
 

【訂正前】 
 

(単位：千円) 

     第29期  

 (平成20年３月31日)  

 第30期  

 (平成21年３月31日)  

  （省略） 

   投資その他の資産   

    投資有価証券  213,951 213,691 

    関係会社株式  58,438 58,438 

    破産更生債権等  80 2,749 

    繰延税金資産  35,058  32,608 

    保険積立金  60,194 63,867 

    その他  3,664 3,514 

    貸倒引当金   △80  △2,749 

    投資その他の資産合計  371,307  372,120 

   固定資産合計  2,248,778  2,183,387 

  資産合計  5,260,188  4,671,140 

  （中略） 

   利益剰余金  

    利益準備金  136,639 136,639 

    その他利益剰余金   

     別途積立金  1,930,000  2,030,000 

     繰越利益剰余金  263,269  33,535 

    利益剰余金合計  2,329,909 2,200,175 

   自己株式   △150,407  △191,620 

   株主資本合計  4,197,501 4,026,555

  評価・換算差額等   

   その他有価証券評価差額金  18,221 △14,435

   評価・換算差額等合計  18,221 △14,435

  純資産合計  4,215,723 4,012,119

 負債純資産合計  5,260,188 4,671,140
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【訂正後】 
 

(単位：千円) 

     第29期  

 (平成20年３月31日)  

 第30期  

 (平成21年３月31日)  

  （省略） 

   投資その他の資産   

    投資有価証券  213,951 213,691 

    関係会社株式  58,438 58,438 

    破産更生債権等  80 2,749 

    繰延税金資産  35,058  33,108

    保険積立金  60,194 63,867 

    その他  3,664 3,514 

    貸倒引当金   △80  △2,749 

    投資その他の資産合計  371,307  372,620

   固定資産合計  2,248,778 2,183,887

  資産合計  5,260,188 4,671,639

  （中略） 

   利益剰余金  

    利益準備金  136,639 136,639 

    その他利益剰余金   

     別途積立金  1,930,000  2,030,000 

     繰越利益剰余金  263,269  34,035

    利益剰余金合計  2,329,909 2,200,675

   自己株式   △150,407  △191,620 

   株主資本合計  4,197,501 4,027,054

  評価・換算差額等   

   その他有価証券評価差額金  18,221 △14,435

   評価・換算差額等合計  18,221 △14,435

  純資産合計  4,215,723 4,012,619

 負債純資産合計  5,260,188 4,671,639
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25 ページ （2）【損益計算書】 
 

【訂正前】 
 

(単位：千円) 

   第29期  

 (自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日) 

 第30期  

 (自 平成20年４月１日  

  至 平成21年３月31日) 

 （省略） 

 税引前当期純利益  276,314  △72,912 

 法人税、住民税及び事業税  98,181 5,917 

 法人税等調整額  78,747  △28,974 

 法人税等合計  176,929 △23,057

 当期純利益  99,385 △49,854

 
【訂正後】 

 
(単位：千円) 

   第29期  

 (自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日) 

 第30期  

 (自 平成20年４月１日  

  至 平成21年３月31日) 

 （省略） 

 税引前当期純利益  276,314  △72,912 

 法人税、住民税及び事業税  98,181 5,917 

 法人税等調整額  78,747  △29,474

 法人税等合計  176,929 △23,557

 当期純利益  99,385 △49,355
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26、27 ページ (3)【株主資本等変動計算書】 
 

【訂正前】 
  

 (単位：千円) 

      
第29期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

第30期 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 （省略） 

    繰越利益剰余金  

     前期末残高  371,551 263,269

     当期変動額   

      剰余金の配当   △107,667  △79,879 

      当期純利益  99,385  △49,854 

      別途積立金の積立   △100,000  △100,000 

      当期変動額合計   △108,282  △229,734 

     当期末残高  263,269 33,535

   利益剰余金合計  

    前期末残高  2,338,191 2,329,909

    当期変動額  

     剰余金の配当  △107,667  △79,879 

     当期純利益  99,385 △49,854

     別途積立金の積立   －  －

     当期変動額合計  △8,282 △129,733

    当期末残高  2,329,909 2,200,175

  自己株式  

   前期末残高  △136,437  △150,407 

   当期変動額   

    自己株式の取得   △13,970 △41,213

    当期変動額合計   △13,970 △41,213

   当期末残高  △150,407 △191,620
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 (単位：千円) 

      
第29期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

第30期 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

  株主資本合計  

   前期末残高  4,219,754  4,197,501 

   当期変動額   

    剰余金の配当   △107,667  △79,879 

    当期純利益  99,385  △49,854 

    自己株式の取得   △13,970  △41,213 

    当期変動額合計   △22,253  △170,946 

   当期末残高  4,197,501 4,026,555

 （中略） 

 純資産合計  

  前期末残高  4,244,135 4,215,723

  当期変動額  

   剰余金の配当  △107,667  △79,879 

   当期純利益  99,385  △49,854 

   自己株式の取得  △13,970  △41,213 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,159  △32,656 

   当期変動額合計  △28,412  △203,604 

  当期末残高  4,215,723 4,012,119
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【訂正後】 
  

 (単位：千円) 

      
第29期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

第30期 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 （省略） 

    繰越利益剰余金  

     前期末残高  371,551 263,269

     当期変動額   

      剰余金の配当   △107,667  △79,879 

      当期純利益  99,385  △49,355 

      別途積立金の積立   △100,000  △100,000 

      当期変動額合計   △108,282  △229,234 

     当期末残高  263,269 34,035

   利益剰余金合計  

    前期末残高  2,338,191 2,329,909

    当期変動額  

     剰余金の配当  △107,667  △79,879 

     当期純利益  99,385 △49,355

     別途積立金の積立   －  －

     当期変動額合計  △8,282 △129,234

    当期末残高  2,329,909 2,200,675

  自己株式  

   前期末残高  △136,437  △150,407 

   当期変動額   

    自己株式の取得   △13,970 △41,212

    当期変動額合計   △13,970 △41,212

   当期末残高  △150,407 △191,620
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 (単位：千円) 

      
第29期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

第30期 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

  株主資本合計  

   前期末残高  4,219,754  4,197,501 

   当期変動額   

    剰余金の配当   △107,667  △79,879 

    当期純利益  99,385  △49,355 

    自己株式の取得   △13,970  △41,212 

    当期変動額合計   △22,253  △170,446 

   当期末残高  4,197,501 4,027,054

 （中略） 

 純資産合計  

  前期末残高  4,244,135 4,215,723

  当期変動額  

   剰余金の配当  △107,667  △79,879 

   当期純利益  99,385  △49,355 

   自己株式の取得  △13,970  △41,212 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,159  △32,656 

   当期変動額合計  △28,412  △203,103 

  当期末残高  4,215,723 4,012,619
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