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           平成 18 年 11 月 29 日 
各  位 

会 社 名 株式会社 アグレックス 
代表者名 代表取締役社長 上野 昌夫 
（コード番号：4799 東証第一部） 
問合せ先 経 理 部 長 大條 光法 

（TEL 03－3365－3651） 
 
 

【訂正・数値データ訂正あり】平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）の一部訂正について 
 
 

 
平成 18 年 11 月７日付で発表いたしました「平成 19 年３月期 中間決算短信(連結)」の記載事項について、

一部誤りがありましたので、お知らせいたします。 

なお、数値データの一部も訂正いたしますので、訂正後の数値データを送信いたします。 

 
１． 訂正理由 

   当社は、平成 18年 11 月７日付に中間決算発表を行いましたが、その後、繰延税金資産の計上等に一部誤

りが判明したため、訂正を行うものであります。 

 

２． 訂正内容（訂正箇所を下線で示しております。） 

    
訂正箇所：表紙 

【訂正前】 
１．平成 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18 年９月中間期 276 － 26 33 － －

17 年９月中間期 － － － － － －

18 年３月期 －  －   －  －

 
(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18 年９月中間期 11,369 7,670 67.5 730 63

17 年９月中間期 － － － － －

18 年３月期 － － － － －

 
２．平成 19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円

通期 24,060 1,680 1,580 890 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  84 円 77 銭 
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【訂正後】 
１．平成 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

 (1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18 年９月中間期 245 － 23 38 － －

17 年９月中間期 － － － － － －

18 年３月期 －  －   －  －

 
(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18 年９月中間期 11,337 7,639 67.4 727 66

17 年９月中間期 － － － － －

18 年３月期 － － － － －

 
２．平成 19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円

通期 24,060 1,680 1,580 840 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  80 円 01 銭 

 

 

訂正箇所：５ページ 

【訂正前】 
３．経営成績及び財政状態 
（1）経営成績 

（当中間期の概況） 

以上の結果、売上高は 108 億 33 百万円、経常利益は４億 99 百万円、中間純利益は２億 76 百万円となりました。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

これは主に、法人税等の支払額が５億 31 百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が５億 65 百万円計上された

ことによるものであります。 

 

【訂正後】 
３．経営成績及び財政状態 
（1）経営成績 

（当中間期の概況） 

以上の結果、売上高は 108 億 33 百万円、経常利益は４億 99 百万円、中間純利益は２億 45 百万円となりました。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

これは主に、法人税等の支払額が５億 31 百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が４億 88 百万円計上された

ことによるものであります。 
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訂正箇所：６ページ 

【訂正前】 
(2）キャッシュ・フローの状況 
 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 19 年３月期

  中間 

自己資本比率（％） 67.5

時価ベースの自己資本比率（％） 166.2

債務償還年数（年） 95.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.4

 

 

(3）通期の見通し 

    

ビジネスプロセスアウトソーシング 137 億 11 百万円  

ソフトウェアソリューション 21 億 82 百万円  

システムインテグレーション 81 億 24 百万円  

その他システム機器販売等 43 百万円  

  売上高合計 240 億 60 百万円  

  営業利益 16 億 80 百万円  

  経常利益 15 億 80 百万円  

  当期純利益 ８億 90 百万円  

 

【訂正後】 
 (2）キャッシュ・フローの状況 
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 19 年３月期

  中間 

自己資本比率（％） 67.4

時価ベースの自己資本比率（％） 166.7

債務償還年数（年） 95.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.4

 

(3）通期の見通し 

    

ビジネスプロセスアウトソーシング 137 億 11 百万円  

ソフトウェアソリューション 21 億 82 百万円  

システムインテグレーション 81 億 24 百万円  

その他システム機器販売等 43 百万円  

  売上高合計 240 億 60 百万円  

  営業利益 16 億 80 百万円  

  経常利益 15 億 80 百万円  

  当期純利益 ８億 40 百万円  
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訂正箇所：９～10 ページ 

【訂正前】 
４．中間連結財務諸表等 
（1）中間連結貸借対照表 

    
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金    876,429  

２．受取手形及び売掛金 ※２  3,312,098  

３．有価証券    2,109,905  

４．たな卸資産    375,152  

５．繰延税金資産    541,050  

６．その他    286,410  

７．貸倒引当金    △4,424  

流動資産合計    7,496,622 65.9

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物及び構築物   334,539   

(2）土地   205,976   

(3）その他   449,323 989,839  

２．無形固定資産      

(1）ソフトウェア   247,215   

(2）のれん   387,039   

(3）その他   26,169 660,424  

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券   707,872   

(2）関係会社株式   456,795   

(3）敷金及び保証金   870,768   

(4）繰延税金資産   153,196   

(5）その他   33,975   

(6) 貸倒引当金   △397 2,222,210  

固定資産合計    3,872,474 34.1

資産合計    11,369,097 100.0
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当中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金    408,429  

２．短期借入金    180,000  

３．未払費用    886,409  

４．未払法人税等    319,470  

５．未払消費税等    116,237  

６．賞与引当金    1,052,223  

７．その他    396,936  

流動負債合計    3,359,706 29.5

Ⅱ 固定負債      

１．退職給付引当金    133,683  

２．役員退職慰労引当金    125,464  

３．長期未払金    79,620  

固定負債合計    338,767 3.0

負債合計    3,698,474 32.5

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金    1,292,192 11.4

２．資本剰余金    1,493,807 13.1

３．利益剰余金    4,872,342 42.9

４．自己株式    △431 △0.0

株主資本合計    7,657,910 67.4

Ⅱ 評価・換算差額等      

    その他有価証券評価差額金    12,712 0.1

評価・換算差額等合計    12,712 0.1

純資産合計    7,670,622 67.5

負債純資産合計    11,369,097 100.0
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【訂正後】 
４．中間連結財務諸表等 
（1）中間連結貸借対照表 

    
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金    876,429  

２．受取手形及び売掛金 ※２  3,312,098  

３．有価証券    2,109,905  

４．たな卸資産    375,152  

５．繰延税金資産    541,050  

６．その他    286,410  

７．貸倒引当金    △4,424  

流動資産合計    7,496,622 66.1

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物及び構築物   334,539   

(2）土地   205,976   

(3）その他   449,323 989,839  

２．無形固定資産      

(1）ソフトウェア   247,215   

(2）のれん   387,039   

(3）その他   26,169 660,424  

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券   707,872   

(2）関係会社株式   456,795   

(3）敷金及び保証金   870,768   

(4）繰延税金資産   122,045   

(5）その他   33,975   

(6) 貸倒引当金   △397 2,191,059  

固定資産合計    3,841,323 33.9

資産合計    11,337,946 100.0
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当中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金    408,429  

２．短期借入金    180,000  

３．未払費用    886,409  

４．未払法人税等    319,470  

５．未払消費税等    116,237  

６．賞与引当金    1,052,223  

７．その他    396,936  

流動負債合計    3,359,706 29.6

Ⅱ 固定負債      

１．退職給付引当金    133,683  

２．役員退職慰労引当金    125,464  

３．長期未払金    79,620  

固定負債合計    338,767 3.0

負債合計    3,698,474 32.6

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金    1,292,192 11.4

２．資本剰余金    1,493,807 13.2

３．利益剰余金    4,841,191 42.7

４．自己株式    △431 △0.0

株主資本合計    7,626,759 67.3

Ⅱ 評価・換算差額等      

    その他有価証券評価差額金    12,712 0.1

評価・換算差額等合計    12,712 0.1

純資産合計    7,639,471 67.4

負債純資産合計    11,337,946 100.0
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訂正箇所：11 ページ 

【訂正前】 
４．中間連結財務諸表等 
(2) 中間連結損益計算書 

    

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

    至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高    10,833,456 100.0

Ⅱ 売上原価    8,877,032 81.9

売上総利益    1,956,423 18.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,391,842 12.9

営業利益    564,581 5.2

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   7,468   

２．その他   8,725 16,194 0.1

Ⅴ 営業外費用      

１．持分法による投資損失   76,401   

２．その他 ※２ 4,800 81,202 0.7

経常利益    499,573 4.6

Ⅵ 特別損失      

 固定資産除却損   10,676 10,676 0.1

税金等調整前中間純利益    488,896 4.5

法人税、住民税及び事業税   261,000   

法人税等調整額   △48,572 212,427 1.9

中間純利益    276,468 2.6
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【訂正後】 
４．中間連結財務諸表等 
(2) 中間連結損益計算書 

    

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高    10,833,456 100.0

Ⅱ 売上原価    8,877,032 81.9

売上総利益    1,956,423 18.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,391,842 12.9

営業利益    564,581 5.2

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   7,468   

２．その他   8,725 16,194 0.1

Ⅴ 営業外費用      

１．持分法による投資損失   76,401   

２．その他 ※２ 4,800 81,202 0.7

経常利益    499,573 4.6

Ⅵ 特別損失      

 固定資産除却損   10,676 10,676 0.1

税金等調整前中間純利益    488,896 4.5

法人税、住民税及び事業税   261,000   

法人税等調整額   △17,553 243,446 2.2

中間純利益    245,449 2.3
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訂正箇所：12 ページ 

【訂正前】 
４．中間連結財務諸表等 
(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

株主資本 
  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

（千円） 
1,292,192 1,493,807 4,717,052 △431 7,502,620

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － △104,986 － △104,986

利益処分による役員賞与 － － △16,000 － △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減少高 － － △192 － △192

中間純利益 － － 276,468 － 276,468

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － 155,289 － 155,289

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
1,292,192 1,493,807 4,872,342 △431 7,657,910

 
評価・換算差額等 

  
その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

（千円） 
1,693 1,693 7,504,313

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △104,986

利益処分による役員賞与 － － △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減少高 － － △192

中間純利益 － － 276,468

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
11,018 11,018 11,018

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
11,018 11,018 166,308

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
12,712 12,712 7,670,622
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【訂正後】 
４．中間連結財務諸表等 
(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

株主資本 
  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 18 年４月１日 残高 

（千円） 
1,292,192 1,493,807 4,717,052 △431 7,502,620

中間連結会計期間中の変動額       

利益処分による利益配当 － － △104,986 － △104,986

利益処分による役員賞与 － － △16,000 － △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減少高 － － △324 － △324

中間純利益 － － 245,449 － 245,449

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － 124,138 － 124,138

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
1,292,192 1,493,807 4,841,191 △431 7,626,759

 
評価・換算差額等 

  
その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

純資産合計 

平成 18 年４月１日 残高 

（千円） 
1,693 1,693 7,504,313

中間連結会計期間中の変動額    

利益処分による利益配当 － － △104,986

利益処分による役員賞与 － － △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減少高 － － △324

中間純利益 － － 245,449

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
11,018 11,018 11,018

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
11,018 11,018 135,157

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
12,712 12,712 7,639,471
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訂正箇所：13 ページ 

【訂正前】 
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 

    

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間純利益   565,297 

減価償却費   139,134 

長期前払費用償却額  4,360 

賞与引当金の増加額  28,569 

退職給付引当金の増加額  35,336 

役員退職慰労引当金増加額  16,554 

受取利息及び受取配当金  △7,534 

支払利息  386 

有形固定資産除却損   10,386 

 
【訂正後】 
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 

    

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間純利益   488,896 

減価償却費   139,134 

長期前払費用償却額  4,360 

賞与引当金の増加額  28,569 

退職給付引当金の増加額  35,336 

役員退職慰労引当金増加額  16,554 

受取利息及び受取配当金  △7,534 

支払利息  386 

持分法による投資損失  76,401 

有形固定資産除却損  10,386 
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訂正箇所：16 ページ 

【訂正前】 
４．中間連結財務諸表等 
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成 17 年 12 月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成 17 年 12 月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は 7,670,622 千円です。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

  

 （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第

４号 平成 17 年 11 月 29 日）を適用しております。これによる営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微であります。 

 
 
【訂正後】 
４．中間連結財務諸表等 
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 （削除） 
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【訂正前】 
注記事項 

（１株当たり情報） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

         至 平成 18 年９月 30 日） 

１株当たり純資産額 730.63 円

１株当たり中間純利益金

額 
26.33 円

 

  

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日

  至 平成 18年９月 30日）

中間純利益（千円） 276,468 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ 

普通株式に係る中間純利益

（千円） 
276,468 

期中平均株式数（株） 10,498,640 

 
【訂正後】 
注記事項 

（１株当たり情報） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

     至 平成 18 年９月 30 日） 

１株当たり純資産額 727.66 円

１株当たり中間純利益金

額 
23.38 円

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 18 年９月 30 日）

中間純利益（千円） 245,449 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ 

普通株式に係る中間純利益

（千円） 
245,449 

期中平均株式数（株） 10,498,640 

 
 

以 上  


