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平成 21 年 7 月 22 日 

各位 

会 社 名  株式会社日本エム・ディ・エム 

代表社名  代表取締役社長   沼 田 逸 郎 

（コード番号 7600 東証一部） 

問合せ先  ＩＲ部           棟 近 信 司 

（03－3341－6705） 

 

（訂正）「平成２１年５月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 

平成２１年７月１７日に発表いたしました「平成２１年５月期 決算短信」の記載内容の一部

に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しておりま

す。 

 

記 

 

訂正内容１  19 ページ 

【訂正前】  

 (6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

（省略） （省略） 

  ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
   ａ商品 
     総平均法による低価法 
   ｂ製品 
     総平均法による低価法 
   ｃ原材料 
     総平均法による原価法 
   ｄ仕掛品 
     総平均法による原価法 
     但し、在外子会社の製品、原材料、仕掛品に

ついては先入先出法による低価法 

  ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
       通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価方法は原価法（収益性の低下による簿価切下
げの方法）によっております。  

   ａ商品及び製品 
     総平均法 
   ｂ原材料及び貯蔵品 
     総平均法 
   ｃ仕掛品 
     総平均法 
     但し、在外子会社の製品、原材料、仕掛品に

ついては先入先出法による低価法 
 

（会計方針の変更）  
 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会
計基準委員会 平成18年７月５日公表分 企業
会計基準第９号）を適用し、評価基準については、
原価法から総平均法による原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。
なお、これらの変更による損益への影響はありま
せん。  

（省略） （省略） 
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【訂正後】  

 (6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

（省略） （省略） 

  ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
   ａ商品 
     総平均法による低価法 
   ｂ製品 
     総平均法による低価法 
   ｃ原材料 
     総平均法による原価法 
   ｄ仕掛品 
     総平均法による原価法 
     但し、在外子会社の製品、原材料、仕掛品に

ついては先入先出法による低価法 

  ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
       通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下
げの方法）によっております。  

   ａ商品及び製品 
     総平均法 
   ｂ原材料及び貯蔵品 
     総平均法 
   ｃ仕掛品 
     総平均法 
     但し、在外子会社の製品、原材料、仕掛品に

ついては先入先出法による低価法 
 

（会計方針の変更）  
 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会
計基準委員会 平成18年７月５日公表分 企業
会計基準第９号）を適用し、評価基準については、
主として低価法から原価法（収益性の低下による
簿価切下げの方法）に変更しております。なお、
これらの変更による損益への影響はありません。 

（省略） （省略） 

 

訂正内容２  26 ページ 

【訂正前】  

(連結損益計算書関係) 
前連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

※１ 売上原価へ算入した洗替え方式によるたな卸資産

の簿価切下額（前期戻入額相殺後の額）  

 前連結会計年度計上額戻入 △940,388千円

 当連結会計年度計上額 1,138,604千円

   差引 198,215千円

     （追加情報）  

 当連結会計年度より、前連結会計年度において、

別掲「追加情報」の（たな卸資産評価損の計上に

ついて）に記載しておりました、売上原価へ算入

した洗替え方式によるたな卸資産の簿価切下額

（前期戻入額相殺後の額）について、平成18年７

月５日に公表された企業会計基準第９号「棚卸資

産の評価に関する会計基準」の内容等を踏まえ、

連結損益計算書関係の注記事項といたしました。 

 なお、前連結会計年度のたな卸資産の簿価切下

額（前期戻入額相殺後の額）は、以下のとおりで

あります。  

 前連結会計年度計上額戻入 △218,988千円

 当連結会計年度計上額 945,939千円

   差引 726,950千円
 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価の切下額は次のとおりでありま

す。 

  売上原価 569,285千円

    

（会計方針の変更）  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成18年７月５日公表分 企業会計

基準第９号）を適用し、評価基準については、原

価法から総平均法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。 

  なお、これらの変更による損益への影響はあり

ません。  

（省略） （省略） 
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【訂正後】 

(連結損益計算書関係) 
前連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

※１ 売上原価へ算入した洗替え方式によるたな卸資産

の簿価切下額（前期戻入額相殺後の額）  

 前連結会計年度計上額戻入 △940,388千円

 当連結会計年度計上額 1,138,604千円

   差引 198,215千円

     （追加情報）  

 当連結会計年度より、前連結会計年度において、

別掲「追加情報」の（たな卸資産評価損の計上に

ついて）に記載しておりました、売上原価へ算入

した洗替え方式によるたな卸資産の簿価切下額

（前期戻入額相殺後の額）について、平成18年７

月５日に公表された企業会計基準第９号「棚卸資

産の評価に関する会計基準」の内容等を踏まえ、

連結損益計算書関係の注記事項といたしました。 

 なお、前連結会計年度のたな卸資産の簿価切下

額（前期戻入額相殺後の額）は、以下のとおりで

あります。  

 前連結会計年度計上額戻入 △218,988千円

 当連結会計年度計上額 945,939千円

   差引 726,950千円
 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価の切下額は次のとおりでありま

す。 

  売上原価 569,285千円

    

（会計方針の変更）  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成18年７月５日公表分 企業会計

基準第９号）を適用し、評価基準については、主

として低価法から原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）に変更しております。 

  なお、これらの変更による損益への影響はあり

ません。  

（省略） （省略） 

 

訂正内容３  48 ページ 

【訂正前】  

(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

※１ 関係会社に係る注記 
   各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 
 売上原価  
  仕入高           775,600千円 
 販売費及び一般管理費 
  その他             6,028千円 
 営業外収益 
  受取利息              53,719千円 

※１ 関係会社に係る注記 
   各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 
 売上高              1,880千円 
売上原価  

  仕入高           653,382千円 
 販売費及び一般管理費 
  その他             13,530千円 
 営業外収益 

    受取利息              48,015千円 
 

※２ 売上原価へ算入した洗替え方式によるたな卸資産

の簿価切下額（前期戻入額相殺後の額）   

 前事業年度計上額戻入 △915,418 千円

 当事業年度計上額  1,115,957 千円

   差引 200,538 千円

   （追加情報）  

 当事業年度より、前事業年度において、別掲「追

加情報」の（たな卸資産評価損の計上について）

に記載しておりました、売上原価へ算入した洗替

え方式によるたな卸資産の簿価切下額（前期戻入

額相殺後の額）について、平成 18 年７月５日に公

※２ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価の切下額は次のとおりでありま

す。 

  売上原価 494,630 千円

      

（会計方針の変更）  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成 18 年７月５日公表分 企業会

計基準第９号）を適用し、評価基準については、

原価法から総平均法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。
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表された企業会計基準第９号「棚卸資産の評価に

関する会計基準」の内容等を踏まえ、損益計算書

関係の注記事項といたしました。  

 なお、前事業年度のたな卸資産の簿価切下額（前

期戻入額相殺後の額）は、以下のとおりでありま

す。  

 前事業年度計上額戻入 △154,117千円

 当事業年度計上額 915,418千円

   差引 761,301千円
 

  なお、これらの変更による損益への影響はあり

ません。  

（省略） （省略） 

【訂正後】  

(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

※１ 関係会社に係る注記 
   各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 
 売上原価  
  仕入高           775,600千円 
 販売費及び一般管理費 
  その他             6,028千円 
 営業外収益 
  受取利息              53,719千円 

※１ 関係会社に係る注記 
   各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 
 売上高              1,880千円 
売上原価  

  仕入高           649,788千円 
 販売費及び一般管理費 
  その他             13,530千円 
 営業外収益 

    受取利息              48,015千円 
 

※２ 売上原価へ算入した洗替え方式によるたな卸資産

の簿価切下額（前期戻入額相殺後の額）   

 前事業年度計上額戻入 △915,418 千円

 当事業年度計上額  1,115,957 千円

   差引 200,538 千円

   （追加情報）  

 当事業年度より、前事業年度において、別掲「追

加情報」の（たな卸資産評価損の計上について）

に記載しておりました、売上原価へ算入した洗替

え方式によるたな卸資産の簿価切下額（前期戻入

額相殺後の額）について、平成 18 年７月５日に公

表された企業会計基準第９号「棚卸資産の評価に

関する会計基準」の内容等を踏まえ、損益計算書

関係の注記事項といたしました。  

 なお、前事業年度のたな卸資産の簿価切下額（前

期戻入額相殺後の額）は、以下のとおりでありま

す。  

 前事業年度計上額戻入 △154,117千円

 当事業年度計上額 915,418千円

   差引 761,301千円
 

※２ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価の切下額は次のとおりでありま

す。 

  売上原価 494,630 千円

      

（会計方針の変更）  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成 18 年７月５日公表分 企業会

計基準第９号）を適用し、評価基準については、

主として低価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。 

  なお、これらの変更による損益への影響はあり

ません。  

（省略） （省略） 

  

以 上 

 




