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平成18年５月19日 

各      位 
神奈川県川崎市高津区二子五丁目1番1号 

株式会社ノエル 

代表取締役社長 金古 政利 

（コード番号：8947） 

問い合わせ先 取締役業務推進室長 川上 博 

Tel 044-820-3150 

 

 

（訂正）平成18年8月期 中間決算短信（連結）の一部訂正について 

 
平成18年4月12日に発表致しました「平成18年8月期 中間決算短信（連結）」について再確認を行った結果、

記載事項の一部に訂正を要する事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には____を付して表示しております。 

 

記 

 

 訂正箇所 

① ４．中間連結財務諸表等（2）中間連結損益計算書（11ページ） 

（訂正前） 

対前中間

期比

注記 百分比 百分比 増減 百分比

番号 （％） （％） （千円） （％）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 282 316 611

２．受取配当金 626 8,852 860

３．持分法による

    投資利益
6,478 2,759 1,569

４．受取補償金 544 － －

５．デリバティブ

    収益
4,384 － －

６．生命保険解約

    益
4,506 － －

７．広告費精算益 5,000 － －

８．その他 11,40833,2310.2 19,98731,9160.2△1,31436,22139,2620.1

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

    至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

　  至　平成18年２月28日）

金額（千円）区分 金額（千円） 金額（千円）

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

（自　平成16年９月１日

　  至　平成17年８月31日）
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（訂正後） 

対前中間
期比

注記 百分比 百分比 増減 百分比

番号 （％） （％） （千円） （％）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 282 316 611

２．受取配当金 626 8,852 860

３．持分法による
    投資利益

6,478 2,759 1,569

４．受取補償金 544 5,188 544

５．デリバティブ
    収益

4,384 128 4,409

６．生命保険解約

    益
4,506 － 4,506

７．広告費精算益 5,000 － 5,000

８．その他 11,40833,2310.2 14,67131,9160.2△1,31421,76039,2620.1

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日

    至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
　  至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の

要約連結損益計算書
（自　平成16年９月１日

　  至　平成17年８月31日）

 

（注）１．連結財務諸表規則第 57 条により連結財務諸表の連結損益計算書の営業外収益のその他に含まれるデリバティブ収益、生命保険解

約益及び広告費精算益を独立掲記いたしました。 

２．連結財務諸表規則第４条第２項により連結財務諸表の連結損益計算書の営業外収益のその他に含まれる受取補償金を独立掲記いた

しました。 
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② ４．中間連結財務諸表等（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書（14ページ） 

（訂正前） 

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

    至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

    至　平成18年２月28日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成16年９月１日

    至　平成17年８月31日）

注記 増減

番号 （千円）

固定資産除却損 90 14,615 9,666

売上債権の減少額

 (△増加額）
39,788 45,493 △64,613

棚卸資産の増加額 △5,287,334 △12,048,237 △13,149,972

不動産事業手付金の

減少額（△増加額）
△217,871 130,895 △177,965

仕入債務の増加額

（△減少額）
△301,004 267,790 1,525,052

不動産事業前受金の

増加額（△減少額）
211,629 845,621 △567,767

役員賞与の支払額 △750 － △750

その他 126,618 △3,421 301,612

小計 △4,774,285 △10,105,714△5,331,429 △10,289,560

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

預り金の増加額

（△減少額）
343,40969,404 △319,390

 

 

（訂正後） 

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

    至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

    至　平成18年２月28日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成16年９月１日

    至　平成17年８月31日）

注記 増減

番号 （千円）

固定資産除却損 90 14,615 9,666

売上債権の減少額

 (△増加額）
39,788 45,371 △64,613

棚卸資産の増加額 △5,287,334 △12,048,237 △13,149,972

不動産事業手付金の

減少額（△増加額）
△217,871 130,895 △177,965

仕入債務の増加額

（△減少額）
△301,004 267,790 1,525,052

不動産事業前受金の

増加額（△減少額）
211,629 833,615 △567,767

役員賞与の支払額 △750 － △750

その他 126,618 8,706 301,612

小計 △4,774,285 △10,105,714△5,331,429 △10,289,560

預り金の増加額

（△減少額）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

343,40969,404 △319,390
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③ ４．中間連結財務諸表等（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書（16ページ） 

（訂正前） 

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

    至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

    至　平成18年２月28日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成16年９月１日

    至　平成17年８月31日）

注記 増減

番号 （千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ

    シュ・フロー

短期借入れによる収

入
5,787,000 15,846,172 15,621,068

短期借入金の返済に

よる支出
△4,083,542 △9,506,900 △11,229,615

長期借入れによる収

入
8,903,600 9,938,200 20,365,919

長期借入金の返済に

よる支出
△5,285,526 △5,755,514 △12,695,122

社債の発行による収

入
110,000 391,387 107,897

社債の償還による支

出
△16,000 △77,000 △43,000

株式の発行による収

入
－ 772,033 －

リース債務返済によ

る支出
－ △5,061 △10,035

配当金の支払額 － △45,625 －

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
5,415,530 11,557,6926,142,162 12,117,111

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

 

 

（訂正後） 

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

    至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

    至　平成18年２月28日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成16年９月１日

    至　平成17年８月31日）

注記 増減

番号 （千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ

    シュ・フロー

短期借入れによる収

入
5,787,000 15,938,172 15,621,068

短期借入金の返済に

よる支出
△4,083,542 △9,996,900 △11,229,615

長期借入れによる収

入
8,903,600 10,428,200 20,365,919

長期借入金の返済に

よる支出
△5,285,526 △5,847,514 △12,695,122

社債の発行による収

入
110,000 391,387 107,897

社債の償還による支

出
△16,000 △77,000 △43,000

株式の発行による収

入
－ 772,033 －

リース債務返済によ

る支出
－ △5,061 △10,035

配当金の支払額 － △45,625 －

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
5,415,530 11,557,6926,142,162 12,117,111

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

 

（注）連結キャッシュ・フロー計算書の表示について借換等の処理を修正しております。 


