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平成 19 年５月 18 日 

各      位 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（訂正）「平成 19 年８月期 中間決算短信（連結）」の一部訂正のお知らせ 

 
平成 19 年４月 10 日に発表いたしました「平成 19年８月期 中間決算短信（連結）」に一部訂正を要する事

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 

４．中間連結財務諸表等 

(2）中間連結損益計算書  
 
（訂正前） 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 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 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

   
  

Ⅶ 特別損失             

１．前期損益修正損       －   24,101    －   

２．固定資産除却損 ※２ 14,615   202    19,321   

３．減損損失 ※３ －   23,017    22,119   
  
   

 

会 社 名 株式会社 ノ エ ル 

代表者名 代表取 締役 社長 金古  政利

住  所 神奈川県川崎市高津区二子五丁目１番１号

 ( J A S D A Q ・ コ ー ド 番 号 8 9 4 7 )

問合せ先 取締役業務推進本部長 川上 博

T  E  L 044-820-3150 



 2

（訂正後） 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 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 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

   
  

Ⅶ 特別損失             

１．前期損益修正損 ※２ －   24,101    －   

２．固定資産除却損 ※３ 14,615   202    19,321   

３．減損損失 ※４ －   23,017    22,119   
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 
（訂正前） 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

１．連結の範囲に関する事項 ＜省略＞ 子会社は、すべて連結しております。

連結子会社の数 ５社 

連結子会社の名称 

㈱フリークス 

㈱アースアプレイザルＮ・Ｅ 

㈱フロムワン 

㈱イースタン・ノエル・リアルテ

ィ 

東京フレーミング㈱ 

 上記のうち、㈱フロムワンについ

ては、会社形態を有限会社から株式

会社へ変更いたしました。 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ 

 
 
（訂正後） 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

１．連結の範囲に関する事項 ＜省略＞ 子会社は、すべて連結しております。

連結子会社の数 ５社 

連結子会社の名称 

㈱フリークス 

㈱アースアプレイザルＮ・Ｅ 

㈲フロムワン 

㈱イースタン・ノエル・リアルテ

ィ 

東京フレーミング㈱ 

  

 

＜省略＞ 

＜省略＞ 
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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 

 
（訂正前） 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

───── 

  

(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)

  当中間連結会計期間より「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

19 号 平成 18 年８月 11 日）を適用しており

ます。 

 これに伴う損益への影響はありません。 

 なお、当中間連結会計期間において、従来の

新株発行費に相当する金額が 791 千円発生し

ております。 

───── 

  

＜省略＞ （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

  前連結会計年度より「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,602,704 千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

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、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。 

 

＜省略＞ 

 
（訂正後） 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

＜省略＞ （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

  前連結会計年度より「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,602,704 千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

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、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。 

 

＜省略＞ 
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表示方法の変更 

 

（訂正前） 
前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 
    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

 ───── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました投資活

動によるキャッシュ・フローの「出資金の払込による支出」(当

中間連結会計期間 30 千円)は、その重要性が低くなったことか

ら、当中間連結会計期間においては、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しております。 

 
（訂正後） 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

 ───── （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として掲記さ

れていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示し

ております。 

  （中間連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました投資活

動によるキャッシュ・フローの「出資金の払込による支出」(当

中間連結会計期間 30 千円)は、その重要性が低くなったことか

ら、当中間連結会計期間においては、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しております。 
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（中間連結損益計算書関係） 

 
（訂正前） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

※１．前中間連結会計期間に未払費用計上し

た地中障害物等除去費が、土地の売却先

の建築物件の用途変更により減額された

ことに伴う修正であります。 

 ※１．     ――――― 

 

 

 

※１．前連結会計年度に未払費用計上した地

中障害物等除去費が、土地の売却先の建

築物件の用途変更により減額されたこと

に伴う修正であります。 

※２．固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 11,400 千円 

機械装置及び運搬具 1,512 

工具、器具及び備品 1,701   

合計 14,615 千円  

※２．固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。 

機械装置及び運搬具 123 千円

工具、器具及び備品 79   

合計 202 千円 

※２．固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 12,320 千円

機械装置及び運搬具 2,484 

工具、器具及び備品 4,436 

ソフトウェア    80   

合計 19,321 千円 
※３．    ―――――― 

 

 

 

※３．減損損失の内容は次のとおりでありま

す。 

 

<省略> 

※３．減損損失の内容は次のとおりでありま

す。 

 

<省略> 

 
 

 
（訂正後） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

※１．前中間連結会計期間に未払費用計上し

た地中障害物等除去費が、土地の売却先

の建築物件の用途変更により減額された

ことに伴う修正であります。 

※１．     ――――― ※１．前連結会計年度に未払費用計上した地

中障害物等除去費が、土地の売却先の建

築物件の用途変更により減額されたこと

に伴う修正であります。 

※２．    ―――――― ※２．投資先からの分配金に、元本の払戻に

相当する金額が含まれていたことに伴う

修正であります。 

※２．    ―――――― 

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 11,400 千円 

機械装置及び運搬具 1,512 

工具、器具及び備品 1,701   

合計 14,615 千円  

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。 

機械装置及び運搬具 123 千円

工具、器具及び備品 79   

合計 202 千円 

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 12,320 千円

機械装置及び運搬具 2,484 

工具、器具及び備品 4,436 

ソフトウェア    80   

合計 19,321 千円 
※４．    ―――――― 

 

 

※４．減損損失の内容は次のとおりでありま

す。 

 

<省略> 

※４．減損損失の内容は次のとおりでありま

す。 

 

<省略> 
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(重要な後発事象) 

 

（訂正前） 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

＜省略＞ 

 

―――――― ＜省略＞ 

  

  

（訂正後） 

 
 
 

以上 
 
 
 
 
 
 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年９月 １日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

     前連結会計年度 
（自 平成 17 年９月 １日 

    至 平成 18 年８月 31 日） 

＜省略＞  平成 19 年３月 20 日開催の当社取締役会に

おいて、特定目的会社ゴールドに対し出資す

る決議を行い、３月 23 日付で優先出資証券を

引受けております。同社は「資産の流動化に

関する法律」(平成 10 年法律第 105 号)に基づ

き設立された特定目的会社であり、当該出資

は資産流動化計画に基づき優先出資として出

資するものであります。当該特定目的会社は、

当社の連結子会社となります。 

 

 特定目的会社ゴールドの概要  

① 商号 特定目的会社ゴールド 

② 事業内容 資産の流動化に関する法律

に基づく資産流動化計画に

従った資産の譲受け並びに

その管理及び処分に係る業

務  

③ 設立年月日 平成 19 年２月  

④ 所在地 東京都中央区日本橋一丁目

４番１号日本橋一丁目ビル

ディング 

⑤ 代表者  須貝 信  

⑥ 出資口数  14,640 口(１口あたり

50,000 円) 

⑦ 出資額 732,000 千円 

⑧ 決算期 ６月 

 

 

＜省略＞ 


