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平成 19 年 12 月 17 日  
各   位  

東京都港区赤坂一丁目９番13号 会 社 名
アルコニックス株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 正木 英逸 
 （ＪＡＳＤＡＱ コード：3036） 
問合せ先 取締役財経本部長 宮﨑 泰 
 TEL 03-5575-2700 

 
（訂正・追加）平成20年３月期 中間決算短信の一部訂正及び追加に関するお知らせ 

 
当社は、平成19年11月15日に「平成20年３月期 中間決算短信」を発表いたしましたが、記載について一部訂正と

追加事項がありましたので下記の通りお知らせいたします。なお追加事項につきましては、監査法人と協議しました結

果、下記内容を半期報告書に反映することとなり、それに従い、既に開示済みの中間決算短信に追加することにいた

しました。 

なお、訂正・追加箇所は＿を付しております。 

 

記 

 

【訂正箇所① 平成20年３月期 中間決算短信 13ページ】 

４．中間連結財務諸表 
（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 18 年４月 1 日 
至 平成 18 年９月 30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 19 年４月 1 日 
至 平成 19 年９月 30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成 18 年４月 1 日 
至 平成 19 年３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

（％）
     

＜前  略＞ 

           

５.業務受託料  3,670 7,088  9,139  

６.その他  15,613 62,960 0.0 11,910 60,036 0.0 27,641 119,307 0.1

           

＜後  略＞ 
 

 

          

 
（訂正後） 
  前中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 1 日 
至 平成 18 年９月 30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 19 年４月 1 日 
至 平成 19 年９月 30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成 18 年４月 1 日 
至 平成 19 年３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

（％）
     

＜前  略＞ 
           

５.業務受託料  3,670 4,463  9,139  

６.その他  15,613 62,960 0.0 14,535 60,036 0.0 27,641 119,307 0.1

           

＜後  略＞ 
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【訂正箇所② 平成20年３月期 中間決算短信 50ページ】 

５．中間個別財務諸表 
 （1）中間貸借対照表 

（訂正前） 
 前中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 
当中間会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日） 
前事業年度の 

要約貸借対照表 
（平成 19 年３月 31 日） 

区分 金額（千円） 
構成比

（％） 金額（千円） 
構成比

（％） 金額（千円） 
構成比

（％）

    

＜前  略＞ 

          

流動資産合計  37,888,900 93.9 39,581,437 92.4  36,029,713 91.8

          

＜中  略＞ 

          

固定資産合計  2,455,458 6.1 3,231,642 7.6  3,238,152 8.2

資産合計  40,344,358 100.0 42,813,080 100.0  39,267,866 100.0
          

 

（訂正後） 
 前中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 
当中間会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日） 
前事業年度の 

要約貸借対照表 
（平成 19 年３月 31 日） 

区分 金額（千円） 
構成比

（％） 金額（千円） 
構成比

（％） 金額（千円） 
構成比

（％）

    

＜前  略＞ 

          

流動資産合計  37,888,900 93.9 39,581,437 92.5  36,029,713 91.8

          

＜中  略＞ 

          

固定資産合計  2,455,458 6.1 3,231,642 7.5  3,238,152 8.2

資産合計  40,344,358 100.0 42,813,080 100.0  39,267,866 100.0
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【追加事項① 平成20年３月期 中間決算短信 28ページ】 

(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） 
前中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 1 日 
至 平成 18 年９月 30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 19 年４月 1 日 
至 平成 19 年９月 30日） 

前連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 1 日 
至 平成 19 年３月 31日） 

 (インパクトローン金利の処理)   

＜中   略＞ 

 

 この結果、従来と同一の方法に

よった場合と比較して、売上原価

は 77,466 千円増加し、支払利息は

95,336 千円減少し、たな卸資産は

39,596 千円増加し、未払費用は

21,726 千円増加するため、営業利

益が 77,466 千円減少し、経常利益

及び税金等調整前中間純利益が

17,870 千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。 
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【追加事項② 平成20年３月期 中間決算短信 29ページ】 

(表示方法の変更） 
前中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 1 日 
至 平成 18 年９月 30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 19 年４月 1 日 
至 平成 19 年９月 30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「営業権」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。 

 また、「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。 

（中間連結損益計算書） 

 「たな卸資産評価損」は、前中間連結会計期間まで

営業外費用の「その他」に含めて表示していましたが、

営業外費用の総額の 100 分の 10 を越えたため区分掲

記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「たな卸資産評

価損」の金額は 3,002 千円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 当中間連結会計期間より、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「連結調整勘定償却額」及び営業権償却

額を「のれん償却額」として表示しております。 

 なお、前中間連結会計期間において、営業権償却額

は、「減価償却費」に 34,910 千円含まれております。 

 

 

（中間連結損益計算書） 

 「社債利息」は、前中間連結会計期間まで営業外費

用の「支払利息」に含めて表示していましたが、重要

性が高くなったため、当中間連結会計期間より区分掲

記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「社債利息」の

金額は 1,652 千円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「社債利息」

は、前中間連結会計期間まで「支払利息」に含めて表

示していましたが、重要性が高くなったため、当連結

会計期間より区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における営業活動による

キャッシュ・フローの「社債利息」の金額は 1,652

千円であります。 

 

 

以  上 


