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2022年２月 15日 

株 主 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  池 谷  壽 繁 

 （コード番号 9972 東証第一部） 

 

 

 

第 46期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項の一部訂正について 

 

当社「第 46 期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の記載事項の一部に修正すべ

き事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 

 

 

記 

 

【訂正箇所および訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。）】 

１． 「第 46期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」 12ページ 

   連結注記表（金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 

 ＜訂正前＞ 

（略） 

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制 

 営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、
その一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。顧客の信用リスクに関しては、
与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定
期的に把握する体制としております。為替の変動リスクに関しては、社内規程に従い、実需に基づいて先
物為替予約を利用してヘッジしております。 

（略） 

 

＜訂正後＞ 

（略） 

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制 

 営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、長期未収入金は、顧客の信用リスクに晒されてお
ります。また、その一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。顧客の信用リ
スクに関しては、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引
先の信用状況を定期的に把握する体制としております。為替の変動リスクに関しては、社内規程に従い、
実需に基づいて先物為替予約を利用してヘッジしております。 

（略） 
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２． 「第 46期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」 13ページ 

   連結注記表（金融商品に関する注記） ２．金融商品の時価等に関する事項 

 ＜訂正前＞ 

（単位：千円）  

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金及び預金 4,243,353 4,243,353 － 

(2) 受取手形及び売掛金 2,103,382 2,103,382 － 

貸倒引当金（※1） △266 △266 － 

(3) 電子記録債権 388,551 388,551 － 

(4) 投資有価証券 274,657 274,657 － 

資産計 7,009,677 7,009,677 － 

(1) 支払手形及び買掛金 994,007 994,007 － 

(2) 短期借入金 726,600 726,600 － 

(3) 長期借入金（※2） 1,560,978 1,560,944 △34 

(4) リース債務（※3） 251,807 252,521 714 

負債計 3,533,393 3,534,073 679 

(5) デリバティブ取引（※4） △18,378 △18,378 － 
 

(※1) 受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

(※2) 一年内返済予定の長期借入金を含めた残高を記載しております。 

(※3) リース債務（流動負債）を含めた残高を記載しております。 

(※4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

 

(注) １．金融商品の時価の算定方法ならびに投資有価証券に関する事項 

資産 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。 

(4) 投資有価証券 

 これらの時価については、上場株式は取引所の価格によっております。 

 

 ＜訂正後＞ 

（単位：千円）  

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金及び預金 4,243,353 4,243,353 － 

(2) 受取手形及び売掛金 2,103,382 2,103,382 － 

貸倒引当金（※1） △266 △266 － 

(3) 電子記録債権 388,551 388,551 － 

(4) 投資有価証券 274,657 274,657 － 

(5) 長期未収入金（※2） 34,000 33,887 △113 

資産計 7,043,677 7,043,564 △113 

(1) 支払手形及び買掛金 994,007 994,007 － 

(2) 短期借入金 726,600 726,600 － 

(3) 長期借入金（※3） 1,560,978 1,560,944 △34 

(4) リース債務（※4） 251,807 252,521 714 

負債計 3,533,393 3,534,073 679 

(5) デリバティブ取引（※5） △18,378 △18,378 － 
 

(※1) 受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

(※2) 連結貸借対照表の固定資産の「投資その他の資産」のその他に計上されております。 

(※3) 一年内返済予定の長期借入金を含めた残高を記載しております。 

(※4) リース債務（流動負債）を含めた残高を記載しております。 

(※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 
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(注) １．金融商品の時価の算定方法ならびに投資有価証券に関する事項 

資産 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。 

(4) 投資有価証券 

 これらの時価については、上場株式は取引所の価格によっております。 

(5) 長期未収入金 

 時価については、回収期日までの期間および信用リスクを加味した利率により割引いた現在価
値により算定しております。 

 

 

３． 「第 46期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」 15ページ 

   連結注記表（賃貸等不動産に関する注記） ２．賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額および当連結会

計年度における主な変動ならびに連結決算日における時価および当該時価の算定方法 

 ＜訂正前＞ 

（単位：千円）  

連結貸借対照表計上額 
連結決算日における時価 

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

816,964 376,813 1,193,778 1,436,327 
 

(注) １．賃貸等不動産については重要性が乏しいため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産
の時価等を合計して表示しております。 

２．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額で
あります。 

３．当連結会計年度増減額は、新規取得による増加額（365,381 千円）、為替変動による増加額（92,526

千円）および減価償却による減少額（81,093 千円）であります。 

４．時価の算定方法 

 連結決算日における時価は、中国政府が公表している不動産価格を元に算定した価格によってお
ります。 

 

＜訂正後＞ 

（単位：千円）  

連結貸借対照表計上額 
連結決算日における時価 

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

816,964 11,432 828,397 1,070,946 
 

(注) １．賃貸等不動産については重要性が乏しいため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産
の時価等を合計して表示しております。 

２．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額で
あります。 

３．当連結会計年度増減額は、為替変動による増加額（92,526 千円）および減価償却による減少額
（81,093 千円）であります。 

４．時価の算定方法 

 連結決算日における時価は、中国政府が公表している不動産価格を元に算定した価格によってお
ります。 

５．当連結会計年度末における有形固定資産残高には建設中の工場建屋に係る建設仮勘定 365,381

千円が含まれておりますが、時価を把握することが極めて困難であるため、上記の表には含めてお
りません。 

以上 


