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平成 19 年 8 月 24 日 

各 位 

会 社 名 ア ル テ ッ ク 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 

  田 中  利 浩

 （コード番号 99 7 2  東証第一部）

問合せ先 取締役 経営企画室長・総務部長 

  星 野  幸 広

  （ T E L ： 0 3 ‐ 5 3 6 3 ‐ 0 9 2 2 ）
 

（訂正）「平成 19 年 11 月期 中間決算短信」の一部訂正について 
 

  平成 19 年 7 月 27 日に公表いたしました「平成 19 年 11 月期 中間決算短信」の一部に誤りがございま

したので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線が付してあります。 
 

記 

 

【訂正箇所：46 ページ】 

(訂正前) 

２. １株当たり中間純利益又は１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失(△)  

中間純利益又は中間
(当期)純損失(△) 

△932,916千円 73,179千円 △3,342,224千円

普通株主に 
帰属しない金額 

― ― ―

   普通株式に係る 
中間純利益又は 
中間(当期) 
純損失(△) 

△932,916千円 73,179千円 △3,342,224千円

   普通株式の 
期中平均株式数 

10,295,630株 14,742,475株 10,295,523株

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 
 

当期純利益調整額 ― ― ―

普通株式増加数 ― 8,797,700株 ―

(うち新株予約権付

社債) 
(―) (―) (―)

希薄化効果を有しな
いため、潜在株式調整
後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に含
まれなかった潜在株
式の概要 

(新株予約権付社債) 

2009年６月５日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社

債 

(額面金額 1,782,000千円)

 

 

 

(新株予約権付社債) 

2009年６月５日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社

債 

(額面金額 1,782,000千円)

 

 



(訂正後) 

２. １株当たり中間純利益又は１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失(△)  

中間純利益又は中間
(当期)純損失(△) 

△932,916千円 73,179千円 △3,342,224千円

普通株主に 
帰属しない金額 

― ― ―

   普通株式に係る 
中間純利益又は 
中間(当期) 
純損失(△) 

△932,916千円 73,179千円 △3,342,224千円

   普通株式の 
期中平均株式数 

10,295,630株 14,742,475株 10,295,523株

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 
 

当期純利益調整額 ― ― ―

普通株式増加数 ― 1,426,355株 ―

(うち新株予約権付

社債) 
(―) (1,426,355株) (―)

希薄化効果を有しな
いため、潜在株式調整
後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に含
まれなかった潜在株
式の概要 

(新株予約権付社債) 

2009年６月５日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社

債 

(額面金額 1,782,000千円)

 

 

 

(新株予約権付社債) 

2009年６月５日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社

債 

(額面金額 1,782,000千円)
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【訂正箇所：56 ページ】 

(訂正前) 

６  中間個別財務諸表 

（１） 中間貸借対照表 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年５月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年５月31日) 

増減額 
(△印減) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年11月30日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 2,115,396 2,851,301 735,904 1,976,200

２ 関係会社短期貸付金 721,281 780,066 58,784 660,065

３ その他 594,575 1,240,716 646,140 559,143

貸倒引当金 △13,411 ― 13,411 ―

流動資産合計 3,417,841 14.2 4,872,083 23.4 1,454,241 3,195,408 16.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 2,109,484 1,974,453 △135,031 2,003,058

(2) 土地 3,706,049 3,527,375 △178,674 3,527,375

(3) その他 76,623 56,765 △19,857 57,764

有形固定資産合計 5,892,157 24.5 5,558,593 26.7 △333,563 5,588,197 29.5

２ 無形固定資産 46,776 0.2 30,304 0.1 △16,472 39,591 0.2

３ 投資その他の資産   

(1) 関係会社株式 4,218,385 4,055,046 △163,338 3,774,152

(2) 関係会社出資金 5,547,255 2,384,299 △3,162,955 2,384,299

(3) 関係会社長期貸付金 2,704,036 3,049,136 △2,704,036 2,533,337

(4) その他 2,303,449 980,101 1,725,787 1,535,406

貸倒引当金 △93,295 △93,022 272 △93,022

投資その他の資産合計 14,679,830 61.1 10,375,561 49.8 △4,304,269 10,134,172 53.4

固定資産合計 20,618,764 85.8 15,964,459 76.6 △4,654,305 15,761,961 83.1

資産合計 24,036,606 100.0 20,836,542 100.0 △3,200,063 18,957,370 100.0
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(訂正後) 

６  中間個別財務諸表 

（１） 中間貸借対照表 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年５月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年５月31日) 

増減額 
(△印減) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年11月30日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 2,115,396 2,851,301 735,904 1,976,200

２ 関係会社短期貸付金 721,281 780,066 58,784 660,065

３ その他 594,575 1,240,716 646,140 559,143

貸倒引当金 △13,411 ― 13,411 ―

流動資産合計 3,417,841 14.2 4,872,083 23.4 1,454,241 3,195,408 16.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 2,109,484 1,974,453 △135,031 2,003,058

(2) 土地 3,706,049 3,527,375 △178,674 3,527,375

(3) その他 76,623 56,765 △19,857 57,764

有形固定資産合計 5,892,157 24.5 5,558,593 26.7 △333,563 5,588,197 29.5

２ 無形固定資産 46,776 0.2 30,304 0.1 △16,472 39,591 0.2

３ 投資その他の資産   

(1) 関係会社株式 4,218,385 4,055,046 △163,338 3,774,152

(2) 関係会社出資金 5,547,255 2,384,299 △3,162,955 2,384,299

(3) 関係会社長期貸付金 2,704,036 3,049,136 345,100 2,533,337

(4) その他 2,303,449 980,101 △1,323,348 1,535,406

貸倒引当金 △93,295 △93,022 272 △93,022

投資その他の資産合計 14,679,830 61.1 10,375,561 49.8 △4,304,269 10,134,172 53.4

固定資産合計 20,618,764 85.8 15,964,459 76.6 △4,654,305 15,761,961 83.1

資産合計 24,036,606 100.0 20,836,542 100.0 △3,200,063 18,957,370 100.0
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【訂正箇所：77 ページ】 

(訂正前) 

１. １株当たり純資産額 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

純資産の部の合計額 9,462,950千円 4,513,756千円 5,084,372千円

純資産の部の合計額 
から控除する金額 

― ― ―

普通株式に係る中間 
期末(期末)の純資産額 

9,462,950千円 4,513,756千円 5,084,372千円

中間期末(期末)の 
普通株式の数 

10,295,468株 19,093,024株 10,295,368株

 

２. １株当たり中間(当期)又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり中間純利益
又は当期純損失(△) 

   

中間純利益又は 
当期純損失(△) 

214,311千円 454,844千円 △4,099,249千円

普通株主に 
帰属しない金額 

― ― ―

普通株式に係る 
中間純利益又は 
当期純損失(△) 

214,311千円 454,844千円 △4,099,249千円

普通株式の 
期中平均株式数 

10,295,630株 14,742,475株 10,295,523株

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
純利益 

中間純利益 
調整額 

― ― ―

普通株式増加数 1,112,088株 8,797,700株 ―

(うち新株予約権 
付社債) 

(1,112,088株) (―) （―）

希薄化効果を有しな
いため、潜在株式調整
後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に含
まれなかった潜在株
式の概要 

 

 

 

 

 

 

(新株予約権付社債) 

2009年６月５日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社

債 

(額面金額 1,782,000千円)
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(訂正後) 

１. １株当たり純資産額 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

純資産の部の合計額 9,462,950千円 8,545,786千円 5,084,372千円

純資産の部の合計額 
から控除する金額 

― ― ―

普通株式に係る中間 
期末(期末)の純資産額 

9,462,950千円 8,545,786千円 5,084,372千円

中間期末(期末)の 
普通株式の数 

10,295,468株 19,092,908株 10,295,368株

 

２. １株当たり中間(当期)又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり中間純利益
又は当期純損失(△) 

   

中間純利益又は 
当期純損失(△) 

214,311千円 454,844千円 △4,099,249千円

普通株主に 
帰属しない金額 

― ― ―

普通株式に係る 
中間純利益又は 
当期純損失(△) 

214,311千円 454,844千円 △4,099,249千円

普通株式の 
期中平均株式数 

10,295,630株 14,742,475株 10,295,523株

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
純利益 

中間純利益 
調整額 

― ― ―

普通株式増加数 1,112,088株 1,426,355株 ―

(うち新株予約権 
付社債) 

(1,112,088株) (1,426,355株) （―）

希薄化効果を有しな
いため、潜在株式調整
後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に含
まれなかった潜在株
式の概要 

 

 

 

 

 

 

(新株予約権付社債) 

2009年６月５日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社

債 

(額面金額 1,782,000千円)

以上 

 

 

 

 

－6－ 


	６  中間個別財務諸表 
	（１） 中間貸借対照表 
	６  中間個別財務諸表 
	（１） 中間貸借対照表 

