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平成 20 年 11 月 28 日 

各位 

会社名 株式会社アルデプロ 

代表者名 代表取締役社長 秋元竜弥 

（コード番号 8925 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役副社長 久保玲士 

（TEL 03-5367-2001） 

 

（訂正）平成 20 年 7 月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 20 年 9 月 12 日に発表いたしました「平成 20 年 7 月期決算短信」および平成 20 年

10 月 21 日に発表いたしました「（訂正）平成 20 年 7 月期決算短信の一部訂正に関するお

知らせ」に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。 

なお、訂正箇所は  で示しております。 

記 

（34 ページ） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

※１ 略 ※１ 略 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により、新たに株式会社マッチン

グ・ナビを連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳ならびに株式の取得価額と

取得のための収入（純額）との関係は次のとお

りであります。 
（子会社株式の取得による収入） 

流動資産 90,302 千円

固定資産 97,384

のれん 112,414

流動負債 △178,457

固定負債 △79,144

少数株主持分 △32,500

子会社の取得価額 10,000

子会社の現金及び現金同等物 △62,021
差引：子会社の株式取得による
収入 △52,021

 

 

 

 
 

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった

会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により、株式会社アルデプロプロ

パティマネジメント、株式会社尾髙電工、株式

会社ＡＲＴ都市開発、株式会社日本インベスタ

ーズサービス、株式会社マッチング・ナビ、株

式会社ディベックスマネジメントが連結子会

社でなくなったことに伴う売却時の資産及び

負債の内訳並びにこれら株式の売却価額と売

却による収入は次のとおりであります。 
（子会社株式の売却による収入） 

流動資産 1,171,071 千円

固定資産 178,346

のれん 511,359

流動負債 △766,062

固定負債 △9,767

負ののれん △2,469

少数株主持分 △2,037

株式売却益 1,080,439

子会社株式の売却価額 746,719

子会社の現金及び現金同等物 679,381
差引：子会社の株式売却による
収入 

67,337
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【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

※１ 略 ※１ 略 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により、新たに株式会社マッチン

グ・ナビを連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳ならびに株式の取得価額と

取得のための収入（純額）との関係は次のとお

りであります。 
（子会社株式の取得による収入） 

流動資産 90,302 千円

固定資産 97,384

のれん 112,414

流動負債 △178,457

固定負債 △79,144

少数株主持分 △32,500

子会社の取得価額 10,000

子会社の現金及び現金同等物 △62,021
差引：子会社の株式取得による
収入 

△52,021

 

 

 

 

 

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった

会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により、株式会社アルデプロプロ

パティマネジメント、株式会社尾髙電工、株式

会社ＡＲＴ都市開発、株式会社日本インベスタ

ーズサービス、株式会社マッチング・ナビ、株

式会社ディベックスマネジメントが連結子会

社でなくなったことに伴う売却時の資産及び

負債の内訳並びにこれら株式の売却価額と売

却による収入は次のとおりであります。 
（子会社株式の売却による収入） 

流動資産 1,171,071 千円

固定資産 178,346

のれん 511,359

流動負債 △766,062

固定負債 △9,767

負ののれん △2,469

少数株主持分 △2,037

小計 1,080,439

子会社株式の売却価額 746,719

子会社の現金及び現金同等物 679,381
差引：子会社の株式売却による
収入 67,337
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（41 ページ） 

（税効果会計関係） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
(平成 19 年７月 31 日) 

当連結会計年度 
(平成 20 年７月 31 日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 
 貸倒引当金繰入限度超過額 31,833千円

 賞与引当金 7,723

 退職給付引当金 15,667
 一括償却資産損金算入限度超
過額 14,136

 長期前払費用償却超過額 11,609

 未払事業税否認 281,679

 前受収益 139,527

 投資有価証券評価損 90,977

 繰越欠損金 71,053

 損害賠償損失引当金 48,433

 土地評価差額金 9,197

 商品評価損 7,502

 のれん償却否認 6,977

 完成工事補償引当金 2,903
 繰延消費税等損金算入限度超
過額 1,766

 減価償却超過額 1,564

 ゴルフ会員権 1,120

 繰延資産償却超過額 208

 未収還付事業税 △ 3,582

 その他 △26,875 
小計 713,422

 評価性引当金 △48,790

 繰延税金資産合計 664,631
 

繰延税金資産は、連結貸借対照表の以下の項目
に含まれております。 
 
 流動資産―繰延税金資産 593,159千円

 固定資産―繰延税金資産 71,472
  

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 
 貸倒引当金繰入限度超過額 15,411千円

 賞与引当金 6,954

 退職給付引当金 13,284
 一括償却資産損金算入限度超
過額 3,288

 長期前払費用償却超過額 3,621

 繰越欠損金 4,241

 商品評価損 7,131

 完成工事補償引当金 3,582
 繰延消費税等損金算入限度超
過額 1,517

 減価償却超過額 5,182

 繰延資産償却超過額 6,266

 未払給与 1,428

 裁判費用 1,120

 投資有価証券評価損 1,628

 中間納付事業税 △1,813

 その他 △3,178 
繰延税金資産合計 69,662

 
繰延税金資産は、連結貸借対照表の以下の項目
に含まれております。 
 
 流動資産―繰延税金資産 45,422千円

 固定資産―繰延税金資産 24,240
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【訂正後】 

前連結会計年度 
(平成 19 年７月 31 日) 

当連結会計年度 
(平成 20 年７月 31 日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 
 貸倒引当金 31,833千円

 賞与引当金 7,723

 退職給付引当金 15,667

 一括償却資産 14,136

 長期前払費用償却 11,609

 未払事業税否認 281,679

 前受収益 139,527

 投資有価証券評価損 90,977

 繰越欠損金 71,053

 損害賠償損失引当金 48,433

 土地評価差額金 9,197

 商品評価損 7,502

 のれん償却否認 6,977

 完成工事補償引当金 2,903

 繰延消費税 1,766

 減価償却超過額 1,564

 ゴルフ会員権 1,120

 繰延資産償却超過額 208

 未収還付事業税 △ 3,582

 その他 △26,875 
小計 713,422

 評価性引当金 △48,790

 繰延税金資産合計 664,631
 

繰延税金資産は、連結貸借対照表の以下の項目
に含まれております。 
 
 流動資産―繰延税金資産 593,159千円

 固定資産―繰延税金資産 71,472
  

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 
 繰越欠損金 925,463千円

 貸倒引当金 1,132,889

 賞与引当金 6,954

 退職給付引当金 13,284

 一括償却資産 3,288

 長期前払費用償却 3,621

 商品評価損 1,057,282

 完成工事補償引当金 3,582

 繰延消費税 1,517

 減価償却超過額 5,182

 繰延資産償却超過額 6,225

 未払給与 1,428

 裁判費用 1,120

 投資有価証券評価損 23,748

 損害補償損失引当金 147,334

 差入保証金 1,078,550

 子会社株式評価損 198,517

 前受収益 235,590

 未収還付事業税等 △168,984

 その他 1,357

小計 4,677,954

 評価性引当金 △4,608,292 
 繰延税金資産合計 69,662

 
繰延税金資産は、連結貸借対照表の以下の項目
に含まれております。 
 
 流動資産―繰延税金資産 45,422千円

 固定資産―繰延税金資産 24,240
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（75 ページ） 

（税効果会計関係） 

【訂正前】 
前事業年度 

(平成 19 年７月 31 日) 
当事業年度 

(平成 20 年７月 31 日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産)   

 貸倒引当金繰入限度超過額 5,047 千円

 賞与引当金 1,972  

 退職給付引当金 2,609  

 損害賠償損失引当金 48,433  

 一括償却資産損金算入限度超過

額 

12,422  

 投資有価証券評価損否認 89,349  

 未払事業税否認 279,606  

 のれん償却否認 6,977  

 前受収益 138,911  

 その他 8,821  

 繰延税金資産合計 594,150  

 

  繰延税金資産は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産―繰延税金資産 483,952千円

固定資産―繰延税金資産 110,197 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産)   

 減価償却超過額 4,651 千円

 賞与引当金 1,513  

 退職給付引当金 4,797  

 一括償却資産損金算入限度超過

額 

2,497  

 繰延資産償却超過額 6,266  

 繰延消費税等損金算入限度超過

額 

1,517  

 未払給与 1,428  

 投資有価証券評価損 1,628  

 その他 503  

 繰延税金資産合計 24,803  

 

  繰延税金資産は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産―繰延税金資産 10,691千円

固定資産―繰延税金資産 14,111 
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【訂正後】 
前事業年度 

(平成 19 年７月 31 日) 
当事業年度 

(平成 20 年７月 31 日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産)   

 貸倒引当金 5,047 千円

 賞与引当金 1,972  

 退職給付引当金 2,609  

 損害賠償損失引当金 48,433  

 一括償却資産 12,422  

 投資有価証券評価損 89,349  

 未払事業税否認 279,606  

 のれん償却否認 6,977  

 前受収益 138,911  

 その他 8,821  

 繰延税金資産合計 594,150  

 

  繰延税金資産は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産―繰延税金資産 483,952千円

固定資産―繰延税金資産 110,197 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産)   

 繰越欠損金 921,221 千円

 減価償却超過額 4,651  

 賞与引当金 1,513  

 退職給付引当金 4,797  

 一括償却資産 2,497  

 繰延資産償却超過額 6,225  

 繰延消費税等 1,517  

 未払給与 1,428  

 投資有価証券評価損 23,748  

 損害補償損失引当金 147,334  

 子会社株式評価損 198,517  

 貸倒引当金 1,117,478  

 差入保証金 1,078,550  

 商品評価損 1,050,150  

 前受収益 235,590  

 未収還付事業税等 △167,170  

 その他 503  

 小計 4,628,555  

 評価性引当金 △4,603,752  

 繰延税金資産合計 24,803  

 

  繰延税金資産は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産―繰延税金資産 10,691千円

固定資産―繰延税金資産 14,111 

 


