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  平成 18年 12月７日 

各 位 

会社名  株式会社アールシーコア 

代表者名 代表取締役社長 二木 浩三 

（コード番号：７８３７） 

問合せ先 経理部担当取締役 笠井 輝久 

電話番号 03-3463-3331 

 

 

 

（訂正）「平成 19年３月期 中間決算短信（連結）」及び「平成 19年３月期 個別中間財務諸表

の概要」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 平成 18年 11月 14日付にて公表いたしました「平成 19年３月期 中間決算短信（連結）」及び

「平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要」につきまして、一部訂正がありますので、別紙の通

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。 
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「別紙」 
≪訂正箇所≫ 
 
1. 「平成19年３月期 中間決算短信（連結）」（重要な後発事象）（33ページ） 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17年９月 30 日） 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成 17年４月１日 

至 平成 18年３月 31日） 

該当事項はありません  平成 18 年 11 月 14 日開催の取締役会

において、次のように株式分割による新

株式を発行することを決議いたしまし

た。 
１．平成 19 年１月１日付をもって普通

株式１株を２株に分割する。 
(１)分割により増加する株式数 
   普通株式   20,655株 
(２)分割方法 

  平成 18 年 12 月 31 日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記載

された株主の所有株式数を、１株

につき２株の割合をもって分割

する。 

 

該当事項はありません 

 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17年９月 30 日） 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成 17年４月１日 

至 平成 18年３月 31日） 

――――― 
 

平成 18 年 11 月 14 日開催の取締役会

において、次のように株式分割による新

株式を発行することを決議いたしまし

た。 
１．平成 19 年１月１日付をもって普通

株式１株を２株に分割いたします。 
 (１)分割により増加する株式数 

 普通株式とし、平成 18 年 12 月

31 日(ただし、当日及び前日は株主

名簿管理人の休業日につき、実質上

は、平成 18 年 12 月 29 日)最終の発

行済株式総数に１を乗じた株式数

といたします。 
 (２)分割方法 

 平成 18年 12 月 31 日(ただし、当

日及び前日は株主名簿管理人の休

業日につき、実質上は、平成 18 年

12 月 29 日)最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を、１株につき２

株の割合をもって分割いたします。  

 

――――― 
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2. 「平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要」（重要な後発事象）（55ページ） 

【訂正前】 

前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18年４月１日 

至 平成 18年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17年４月１日 

至 平成 18年３月 31日） 

該当事項はありません  平成 18 年 11 月 14 日開催の取締役会

において、次のように株式分割による新

株式を発行することを決議いたしまし

た。 
１．平成 19 年１月１日付をもって普通

株式１株を２株に分割する。 
(１)分割により増加する株式数 
   普通株式   20,655株 
(２)分割方法 

  平成 18 年 12 月 31 日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記載

された株主の所有株式数を、１株

につき２株の割合をもって分割

する。 

 

該当事項はありません 

 

【訂正後】 

前中間会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17年９月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 18年４月１日 

至 平成 18年９月 30 日） 

前事業年度 
（自 平成 17年４月１日 

至 平成 18年３月 31日） 

――――― 
 

平成 18 年 11 月 14 日開催の取締役会

において、次のように株式分割による新

株式を発行することを決議いたしまし

た。 
１．平成 19 年１月１日付をもって普通

株式１株を２株に分割いたします。 
 (１)分割により増加する株式数 

 普通株式とし、平成 18 年 12 月

31 日(ただし、当日及び前日は株主

名簿管理人の休業日につき、実質上

は、平成 18 年 12 月 29 日)最終の発

行済株式総数に１を乗じた株式数

といたします。 
 (２)分割方法 

 平成 18年 12 月 31 日(ただし、当

日及び前日は株主名簿管理人の休

業日につき、実質上は、平成 18 年

12 月 29 日)最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を、１株につき２

株の割合をもって分割いたします。  

 

――――― 
 

 

以 上 


