
平成 18 年 6月 8日 

各 位 

 

会 社 名  株 式 会 社 ア ー レ ス テ ィ 

代表者名  代表取締役社長  高 橋  新 

（コード番号 5852 東証第二部） 

問合せ先  経営企画部長  辻  鶴男 

(代表 ℡ 03-5332-6001) 

 

(訂正)平成 18 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

 

 平成 18 年 1 月 30 日に発表いたしました「平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況(連結)」の一部に訂正を要する箇

所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には  線を付して表示しております。 

 尚、当該訂正による損益への影響はありません。 

 

記 

訂正箇所及び内容 

 

■平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況(連結)１ページ 

２．平成 18 年３月期第３四半期の業績概況（平成 17 年４月１日～平成 17年 12 月 31 日） 

(1)経営成績（連結）の進捗状況 

売上高  

訂正前（誤） 訂正後（正） 

 百万円 ％ 百万円 ％  

（参考）17 年３月期 96,043 94,967  

 

 

 

■平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況(連結)４ページ 

２．（要約）四半期連結損益計算書  

 

（単位：百万円、％） 

 訂正前（誤） 訂正後（正） 

 
(参考) 

前連結会計年度 
（平成17年３月期） 

(参考) 
前連結会計年度 

（平成17年３月期） 

科目 金額 構成比 金額 構成比 

Ⅰ 売上高 96,043 100.0 94,967 100.0 

Ⅱ 売上原価 82,969 86.4 81,892 86.2 

   売上総利益 13,074 13.6 13,074 13.8 
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■平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況(連結)６ページ～８ページ 

５．セグメント情報  

(1)事業の種類別セグメント情報 

（訂正前） 

前連結会計年度（自 平成 16年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）               （単位：百万円） 

 
ダイカスト
部門 

アルミニウ
ム部門 

完成品部門 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 85,669 3,835 6,538 96,043 －  96,043

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 1,492 2 1,494 (1,494) － 

計 85,669 5,327 6,541 97,538 (1,494) 96,043

営業費用 80,625 5,114 6,201 91,941 (1,494) 90,446

 

（訂正後） 

前連結会計年度（自 平成 16年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）               （単位：百万円） 

 
ダイカスト
事業 

アルミニウ
ム事業 

完成品事業 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 84,593 3,835 6,538 94,967 －  94,967

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 1,492 2 1,494 (1,494) － 

計 84,593 5,327 6,541 96,462 (1,494) 94,967

営業費用 79,549 5,114 6,201 90,864 (1,494) 89,370
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(2)所在地別セグメント情報 

（訂正前） 

前連結会計年度（自 平成 16年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）               (単位：百万円) 

 日本 北米 その他の地域 計 消去又は全社 連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売 
上高 

83,719 11,531 791 96,043 －  96,043

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 

666 42 73 782 (782) － 

計 84,386 11,574 864 96,825 (782) 96,043

営業費用 80,132 10,190 787 91,110 (664) 90,446

（訂正後） 

前連結会計年度（自 平成 16年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）               （単位：百万円） 

 日本 北米 その他の地域 計 消去又は全社 連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する売 
上高 

82,643 11,531 791 94,967 －  94,967

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高 

661 42 73 776 (776) － 

計 83,305 11,574 864 95,744 (776) 94,967

営業費用 79,051 10,190 787 90,028 (658) 89,370

 

(3)海外売上高 

（訂正前） 

前連結会計年度（自 平成 16年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）               （単位：百万円） 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,535 901 12,436 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   96,043 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合
（％） 

12.0 0.9 12.9 

（訂正後） 

前連結会計年度（自 平成 16年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）               （単位：百万円） 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,535 901 12,436 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   94,967 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合
（％） 

12.1 0.9 13.1 

 


