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各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 ア ル ク
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（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：2496 ）

問合せ先 常務取締役 今 西 英 明
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（訂正）過年度の決算短信および中間決算短信ならびに 
   四半期財務・業績の概況の一部訂正について 

 
  過年度決算短信および中間決算短信ならびに四半期財務・業績の概況について、記載内容の一

部に誤りがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同決算に係る有価証券届

出書、有価証券報告書および半期報告書につきましては、訂正報告書を関東財務局に本日付で提

出いたしました。 

なお、訂正につきましては、連結貸借対照表の流動負債の部と連結キャッシュ・フロー計算書

の表示の訂正であり、連結・個別ともに当該期間の経営成績に与える影響はありません。また、

当社の会計監査人である太陽ＡＳＧ監査法人による監査報告書の再発行はありません。 

 

記 
 
１．訂正した有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および決算短信等 

(1)有価証券届出書および新株式発行並びに株式売出届出目論見書 

（平成 18 年５月期中間決算） 

(2)有価証券報告書および決算短信 

（平成 18 年５月期から平成 19 年５月期の２期間） 

(3)半期報告書および中間決算短信 

（平成 18 年５月期から平成 19 年５月期までの２期間） 

(4)四半期財務・業績の概況 

（平成 19 年５月期から平成 20 年５月期までの２期間） 

 

２．訂正の理由 

当社の平成 20 年５月期中間決算における半期報告書の検証作業中に、連結・個別財務諸表の開

示勘定科目について表示精査を行ったところ、連結財務諸表の平成 18 年５月期中間決算より平成

20 年５月期中間決算までの「未払金」勘定残高に「未払費用」勘定残高が加算されたまま記載さ

れていることが判明いたしました。本来であれば当該「未払費用」勘定残高は「その他」勘定残

高に集約されるべきものであり、この訂正によって連結財務諸表の「未払金」勘定残高並びに「そ

の他」勘定残高の記載数値が変更されております。また、当該科目残高の訂正を行ったことによ

り連結キャッシュ・フロー計算書においても関連する「未払金の増減額」並びに「その他」の数

値が変更されております。 
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３．訂正の内容 

  今回の訂正の内容および連結財務諸表等に与える影響は次のとおりであります。 

(1)新株式発行並びに株式売出届出目論見書 

                                        (単位：千円) 

訂正期間 訂正箇所 勘定科目等 訂正前 訂正後 影響額 

未払金 505,675 327,847 △177,827

その他 39,926 217,753 177,827

平成 18 年

５月期 

中間決算 

４中間連結財務諸表 

(1)中間連結貸借対照表 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 流動負債合計 3,249,494 3,249,494 ―

 

(2)決算短信 

                                      (単位：千円) 

訂正期間 訂正箇所 勘定科目等 訂正前 訂正後 影響額 

未払金 461,435 343,424 △118,010

その他 164,613 282,624 118,010

４ 連結財務諸表等 

(1)連結貸借対照表 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 流動負債合計 3,814,726 3,814,726 ―

未払金の増加額 4,847 10,966 6,118

その他 90,798 84,680 △6,118

平成 18 年 

５月期 
４ 連結財務諸表等 

(4)連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

Ⅰ営業活動による 

キャッシュ･フロー 

営業活動による 

キャッシュ･フロー
109,783 109,783 ―

未払金 555,135 357,599 △197,536

その他 93,665 291,201 197,536

４ 連結財務諸表等 

(1)連結貸借対照表 

（負債の部）Ⅰ 流動負債 流動負債合計 3,908,736 3,908,736 ―

未払金の増加額 113,108 31,787 △81,320

その他 △19,779 61,541 81,320

平成 19 年 

５月期 
４ 連結財務諸表等 

(4)連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

Ⅰ営業活動による 

キャッシュ･フロー 

営業活動による 

キャッシュ･フロー
△351,563 △351,563 ―

 

(3)中間決算短信 
                                    (単位：千円) 

訂正期間 訂正箇所 勘定科目等 訂正前 訂正後 影響額 

未払金 505,675 327,847 △177,827

その他 39,926 217,753 177,827
平成 18 年

５月期 

中間決算 

４中間連結財務諸表 

(1)中間連結貸借対照表 

（負債の部）Ⅰ 流動負債 流動負債合計 3,249,494 3,249,494 ―

未払金 476,243 327,853 △148,389

その他 100,030 248,420 148,389

４中間連結財務諸表 

(1)中間連結貸借対照表 

（負債の部）Ⅰ 流動負債 流動負債合計 3,050,668 3,050,668 ―

未払金の増加額 67,984 35,840 △32,143

その他 43,062 75,205 32,143

平成 19 年 

５月期 

中間決算 

４中間連結財務諸表 

(4)中間連結キャッシュ・

フロー計算書 

Ⅰ営業活動による 

キャッシュ･フロー 

営業活動による 

キャッシュ･フロー
△317,870 △317,870 ―

未払費用 236,694 ― △236,694

その他 54,538 291,233 236,694

４中間連結財務諸表 

(1)中間連結貸借対照表 

（負債の部）Ⅰ 流動負債 流動負債合計 3,549,129 3,549,129 ―

未払金の減少額 △228,609 △31,084 197,524

その他 231,101 33,577 △197,524

平成 20 年 

５月期 

中間決算 

(注) 

４中間連結財務諸表 

(4)中間連結キャッシュ・

フロー計算書 

Ⅰ営業活動による 

キャッシュ･フロー 

営業活動による 

キャッシュ･フロー
14,134 14,134 ―

(注) 平成 20 年５月期中間決算における半期報告書は未提出であり、平成 20 年１月 17 日発表の中間決算短信の訂正

であります。 
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(4)四半期財務・業績の概況 

                                (単位：千円) 

訂正期間 訂正箇所 勘定科目等 訂正前 訂正後 影響額 

未払金 463,436 322,102 △141,333

その他 135,644 276,978 141,333

〔添付資料〕 

1.(要約) 

四半期連結貸借対照表 

（負債の部）Ⅰ 流動負債 流動負債合計 3,488,888 3,488,888 ―

未払金の増加額 5,427 △17,878 △23,306

その他 △4,616 18,689 23,306

平成 19 年 

５月期 

第１四半期 

〔添付資料〕 

4.(要約)四半期連結 

キャッシュ・フロー計算書 

Ⅰ営業活動による 

キャッシュ・フロー 

営業活動による 

キャッシュ･フロー
△138,616 △138,616 ―

[財政状態（連結）の変動状

況に関する定性的情報等] 

②キャッシュ・フローの状

況 

１行目後半 

未払金の増加額 
129 百万円 69 百万円 

未払金 561,949 385,936 △176,012

その他 101,273 277,286 176,012

〔添付資料〕 

1.(要約) 

四半期連結貸借対照表 

（負債の部）Ⅰ 流動負債 流動負債合計 3,185,359 3,185,359 ―

未払金の増加額 129,427 69,440 △59,986

その他 △46,468 13,518 59,986

平成 19 年 

５月期 

第３四半期 
〔添付資料〕 

4.(要約)四半期連結 

キャッシュ・フロー計算書 

Ⅰ営業活動による 

キャッシュ・フロー 

営業活動による 

キャッシュ･フロー
△566,458 △566,458 ―

【定性的情報・財務諸表】

２.連結財政状態に関する

定性的情報 

(1)資産、負債及び純資産の

状況 

６行目後半 

（前期末対比） 

未払金の減少額 
111 百万円 92 百万円 

金額 443,883 265,519 △178,364

増減額 △19,552 △56,583 未払金

増減率 △4.2 % △17.6 % 

金額 89,614 267,979 178,364

増減額 △46,029 △8,999 その他

増減率 △33.9 % △3.2 % 

4.(要約) 

四半期連結財務諸表 

(1)(要約)四半期連結 

貸借対照表（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

流動負債合計 3,570,782 3,570,782 ―

未払金の減少額 △48,270 △28,501 19,769

その他 △73,175 △92,944 △19,769

平成 20 年 

５月期 

第１四半期 

4.(要約) 

四半期連結財務諸表 

(1)(要約)四半期連結 

キャッシュ・フロー計算書 

Ⅰ営業活動による 

 キャッシュ・フロー 

営業活動による 

キャッシュ･フロー
△133,706 △133,706 ―

 
以 上  
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