
                                   

                                          

 

 

 
 

平成22年６月17日 
 

各  位                                              
                                会 社 名 ローヤル電機株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 三浦 敏宏 
( ＪＡＳＤＡＱ コード ６５９３ ) 
問合せ先  執行役員管理本部長   加藤 洋一 
(電話番号 03 5424―1860 ) 

 
 

(訂正・数値データ訂正あり)「平成22年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 
  平成22年5月14日付で発表いたしました「平成22年3月期 決算短信」におきまして、一部訂正がありましたの
で下記のとおり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 

【訂正箇所 １】 

 (１２ページ) 

４連結財務諸表等 

 (２)連結損益計算書 

   (訂正前)                                                                                          (単位:千円) 

前連結会計年度                           当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日                   (自 平成 21 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日)                  至 平成 22 年３月 31 日) 

  【省略】                                  【省略】                               【省略】 

 販売費及び一般管理費  

   発送配達費                                           86,013                                   44,599  

   給与手当等                                          216,260                                  195,141  

    賞与引当金繰入額                                     12,050                                    4,632  

    退職給付費用                                         14,667                                   16,382  

    役員退職慰労引当金繰入額                              7,449                                    6,046  

    支払手数料                                               －                                   58,702 

 業務委託費                                               －                                   89,960  

    その他                                              256,511                                  321,311  

販売費及び一般管理費合計                            592,953                                  736,776 

 【省略】                                  

 

 

   (訂正後)                                                                                          (単位:千円) 

前連結会計年度                           当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日                   (自 平成 21 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日)                  至 平成 22 年３月 31 日) 

  【省略】                                  【省略】                               【省略】 

 販売費及び一般管理費  

   発送配達費                                           86,013                                   44,599  

   給与手当等                                          216,260                                  195,141  

    賞与引当金繰入額                                     12,050                                    4,632  

    退職給付費用                                         14,667                                   16,382  

    役員退職慰労引当金繰入額                              7,449                                    6,046  

    業務委託費                                               －                                   89,960  

    その他                                              256,511                                  380,014  

販売費及び一般管理費合計                            592,953                                  736,776 

 【省略】    

 

 

 

 



 

  

 

【訂正箇所 ２】 

(３８ページ) 

連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報) C.海外売上 

  (訂正前)  

   前連結会計年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 21 年４月１日 至平成 22

年３月 31 日） 

海外売上高が、いずれも連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

(訂正後) 

前連結会計年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日） 

 海外売上高が、連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成 21 年４月１日 至平成 22 年３月 31 日）  

区分      アジア  その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 399,566 7,435 407,001

Ⅱ 連結売上高(千円) － － 3,347,533

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合(％) 
11.9 0.2 12.2

   (注)  １. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２. 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) アジア………………台湾・中国・インド・韓国・タイ・マレーシア・インドネシア 

  (2) その他の地域………英国・メキシコ 

３. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

【訂正箇所 ３】 

(４４ページ) 

５.個別財務諸表 

 (２)損益計算書 

   (訂正前)                                                                                          (単位:千円) 

前連結会計年度                           当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日                   (自 平成 21 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日)                  至 平成 22 年３月 31 日) 

 【省略】                                  【省略】                               【省略】 

販売費及び一般管理費  

   発送配達費                                               71,352                                42,080  

   役員報酬                                                 32,850                                29,375  

   給与手当                                                148,445                               123,309  

   賞与                                                     12,808                                    －  

   賞与引当金繰入額                                         12,050                                 2,826  

   退職給付費用                                             14,667                                 9,656  

   役員退職慰労引当金繰入額                                  7,449                                 3,489  

   旅費交通費                                               33,201                                27,847  

   減価償却費                                                8,694                                10,089  

   賃借料                                                   26,250                                30,364  

   開発研究費                                               10,022                                 2,974  

   支払手数料                                               30,624                                42,464  

   業務委託費                                                   －                                53,390  

   貸倒引当金繰入額                                          3,643                                 4,923  

   その他                                                  155,945                                90,265  

販売費及び一般管理費合計                                568,005                               473,057  

 【省略】       

 

 

   (訂正後)                                                                                          (単位:千円) 

前連結会計年度                           当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日                   (自 平成 21 年４月１日 

至 平成 21 年３月 31 日)                  至 平成 22 年３月 31 日) 

 【省略】                                   【省略】                                 【省略】 

販売費及び一般管理費  

   発送配達費                                               71,352                                42,080  

   役員報酬                                                 32,850                                27,275  

   給与手当                                                148,445                               123,309  

   賞与                                                     12,808                                    －  

   賞与引当金繰入額                                         12,050                                 2,826  

   退職給付費用                                             14,667                                 9,656  

   役員退職慰労引当金繰入額                                  7,449                                 3,489  

   旅費交通費                                               33,201                                27,847  

   減価償却費                                                8,694                                10,089  

   賃借料                                                   26,250                                30,364  

   開発研究費                                               10,022                                 2,974  

   支払手数料                                               30,624                                44,564  

   業務委託費                                                   －                                53,390  

   貸倒引当金繰入額                                          3,643                                 4,923  

   その他                                                  155,945                                90,265  

販売費及び一般管理費合計                                568,005                               473,057  

【省略】                

 

                                                                                                           以上 


