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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成29年６月15日に提出いたしました第15期（自 平成28年４月1日 至 平成29年３月31日）有価証券報告書の記載

事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第５　経理の状況

　　１　財務諸表等

　　   (1) 財務諸表

　　　　   ② 損益計算書

    　　　　 売上原価明細書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部　企業情報

　第５　経理の状況

　　１　財務諸表等

　　   (1) 財務諸表

　　　　   ② 損益計算書

    　　　　 売上原価明細書

（訂正前）

  
前事業年度

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

当事業年度
(自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 製品及びサービス売上原価      

　(1) 材料費      

期首材料たな卸高  16,514  3,594  

当期材料仕入高  29,857  37,687  

合計  46,371  41,281  

期末材料たな卸高  3,594  2,816  

　　　当期材料費  42,777  38,464  

　(2) 労務費 ※1 406,763  478,310  

　(3) 外注費  71,160  95,422  

　(4) 経費  90,634  83,317  

　当期総製造費用  611,336  695,515  

　他勘定振替高 ※2 267,284  267,218  

　期末仕掛品たな卸高  －  12,435  

　当期製品及びサービス売上原価  344,051 70.4 385,860 66.4

      

Ⅱ 商品売上原価      

　 期首商品たな卸高  9,134  －  

　 当期商品仕入高  135,324  195,003  

合計  144,459  195,003  

　商品売上原価  144,459 29.6 195,003 33.6

　当期売上原価  488,510 100.0 580,863 100.0

      
 

（注）原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

　前事業年度 当事業年度
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(自　平成27年４月１日

 至　平成28年３月31日)

(自　平成28年４月１日

 至　平成29年３月31日)

※1　労務費には賞与引当金繰入額が42,635千円含まれ

ております。

 
※2　他勘定振替高のうち研究開発費への振替高は　　

200,247 千円であります。

※1　労務費には賞与引当金繰入額が48,286千円含まれ

ております。

 
※2　他勘定振替高のうち研究開発費への振替高は

240,108千円であります。

  
 

 

（訂正後）

  
前事業年度

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

当事業年度
(自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 製品及びサービス売上原価      

　(1) 材料費      

期首材料たな卸高  16,514  3,594  

当期材料仕入高  29,857  37,687  

合計  46,371  41,281  

期末材料たな卸高  3,594  2,816  

　　　当期材料費  42,777  38,464  

　(2) 労務費 ※1 406,763  478,310  

　(3) 外注費  71,160  95,422  

　(4) 経費  90,634  83,317  

　当期総製造費用  611,336  695,515  

　他勘定振替高 ※2 267,284  297,218  

　期末仕掛品たな卸高  －  12,435  

　当期製品及びサービス売上原価  344,051 70.4 385,860 66.4

      

Ⅱ 商品売上原価      

　 期首商品たな卸高  9,134  －  

　 当期商品仕入高  135,324  195,003  

合計  144,459  195,003  

　商品売上原価  144,459 29.6 195,003 33.6

　当期売上原価  488,510 100.0 580,863 100.0

      
 

（注）原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

　前事業年度
(自　平成27年４月１日

 至　平成28年３月31日)

当事業年度
(自　平成28年４月１日

 至　平成29年３月31日)

※1　労務費には賞与引当金繰入額が42,635千円含まれ

ております。

 
※2　他勘定振替高のうち研究開発費への振替高は　　

200,247 千円であります。

※1　労務費には賞与引当金繰入額が48,286千円含まれ

ております。

 
※2　他勘定振替高のうち研究開発費への振替高は

240,108千円であります。
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