
        
                           

平成 18年 10月 30日 
各 位 

会社名 イ ー ・ ア ク セ ス 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 千本 倖生 

（コード番号：9427 東証一部） 
問合せ先 経 理 部 長  山 中  初 

（TEL 03-3588-7570） 
                    

(訂正) 平成 18 年 3 月期決算短信(連結)等の一部訂正について 
 
 
決算短信ならびに四半期財務・業績の概況及びそれらの添付資料につき一部訂正がありまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 
なお、当訂正が各年度の業績に与える影響はありません。 
 

記 
1. 訂正する開示資料等 

(1) 平成 19年 3月期 第１四半期財務・業績の概況 (連結)  平成 18年８月９日発表 
(2) 平成 18年３月期 決算短信 (連結)    平成 18年５月 11日発表 
(3) 平成 18年３月期 個別財務諸表の概況   平成 18年５月 11日発表 
(4) 平成 18年３月期 第３四半期財務・業績の概況 (連結)  平成 18年２月７日発表 
(5) 平成 18年３月期 中間決算短信 (連結)   平成 17年 11月８日発表 
(6) 平成 18年３月期 第１四半期財務・業績の概況 (非連結)  平成 17年８月９日発表 

 
2. 訂正の内容 
新株予約権付社債の転換価額の修正に伴い、潜在株式調整後１株当たり当期純利益等を訂

正いたします。 
  ※訂正箇所は下線にて表示しております。 
 

(1) 平成 19年 3月期 第１四半期財務・業績の概況 (連結) 
   表紙 

 
潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益 

 訂正前 訂正後 
平成 19年３月期 第１四半期 587円 93銭 586円 02銭 
(参考) 18年３月期 3,093円 51銭 3,089円 10銭 

 
   四半期連結財務諸表 
   注記事項（１株当たり情報） 

   
当第１四半期連結会計期間 
 (自 平成 18年４月１日 

  至 平成 18年６月 30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 17年４月１日 

  至 平成 18年３月 31日) 
潜在株式調整後１株当

たり四半期(当期)純利益 
訂正前 587円 93銭 3,093円 51銭 

潜在株式調整後１株当

たり四半期(当期)純利益 
訂正後 586円 02銭 3,089円 10銭 

 



        
                           

 算定上の基礎 

   
当第１四半期連結会計期間 
 (自 平成 18年４月１日 

  至 平成 18年６月 30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 17年４月１日 

  至 平成 18年３月 31日) 
潜在株式調整後１株当

たり四半期(当期)純利益
の算定に用いられた普

通株式増加数の主要な

内訳 

訂正前 

新株引受権 9,111株
新株予約権 
(ストックオプション)

18,500株

新株予約権付社債 196,078株
合計 223,689株 

新株引受権 28,099株
新株予約権 
(ストックオプション)

27,432株

新株予約権付社債 196,078株
合計 251,609株 

潜在株式調整後１株当

たり四半期(当期)純利益
の算定に用いられた普

通株式増加数の主要な

内訳 

訂正後 

新株引受権 9,111株
新株予約権 
(ストックオプション)

18,500株

新株予約権付社債 201,450株
合計 229,061株 

新株引受権 28,099株
新株予約権 
(ストックオプション)

27,432株

新株予約権付社債 198,395株
合計 253,926株 

 
(2) 平成 18年３月期 決算短信 (連結) 

   表紙 

 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
 訂正前 訂正後 
1８年３月期 3,093円 51銭 3,089円 10銭 

 
   連結財務諸表 
   注記事項（１株当たり情報） 

   
当連結会計年度 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 18年３月 31日) 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
訂正前 3,093円 51銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
訂正後 3,089円 10銭 

 

   
当連結会計年度 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 18年３月 31日) 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式

増加数の主要な内訳 

訂正前 

新株引受権 28,099株
新株予約権 
(ストックオプション)

27,432株

新株予約権付社債 196,078株
合計 251,609株  

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式

増加数の主要な内訳 

訂正後 

新株引受権 28,099株
新株予約権 
(ストックオプション)

27,432株

新株予約権付社債 198,395株
合計 253,926株  

 
 



        
                           

(3) 平成 18年３月期 個別財務諸表の概況 
   表紙 

 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
 訂正前 訂正後 
1８年３月期 3,903円 17銭 3,897円 60銭 

 
   財務諸表 
   注記事項（１株当たり情報） 

   
当事業年度 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 18年３月 31日) 

潜在株式調整後１株当

たり純利益金額 
訂正前 3,903円 17銭 

潜在株式調整後１株当

たり純利益金額 
訂正後 3,897円 60銭 

 

   
当事業年度 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 18年３月 31日) 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式

増加数の主要な内訳 

訂正前 

新株引受権 28,099株
新株予約権 
(ストックオプション)

27,432株

新株予約権付社債 196,078株
合計 251,609株  

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式

増加数の主要な内訳 

訂正後 

新株引受権 28,099株
新株予約権 
(ストックオプション)

27,432株

新株予約権付社債 198,395株
合計 253,926株  

 
(4) 平成 18年３月期 第３四半期財務・業績の概況 (連結) 

   表紙 

 
潜在株式調整後 

１株当たり四半期(当期)純利益 
 訂正前 訂正後 
1８年３月期 第 3四半期 2,022円 59銭 2,019円 70銭 

    
   四半期連結財務諸表 
   注記事項（１株当たり情報） 

   
当第３四半期連結会計期間 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 17年 12月 31日) 

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益 
訂正前 2,022円 59銭 

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益 
訂正後 2,019円 70銭 



        
                           

 

   
当第３四半期連結会計期間 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 17年 12月 31日) 

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算

定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳 

訂正前 

新株引受権 27,603株
新株予約権 
(ストックオプション)

26,904株

新株予約権付社債 196,078株
合計 250,585株  

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算

定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳 

訂正後 

新株引受権 27,603株
新株予約権 
(ストックオプション)

26,904株

新株予約権付社債 198,395株
合計 252,902株  

 
(5) 平成 18年３月期 中間決算短信 (連結) 

   表紙 

 
潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 
 訂正前 訂正後 
17年 9月 中間期 1,546円 88銭 1,544円 67銭 

 
   中間連結財務諸表 
   注記事項（１株当たり情報） 

   
当中間連結会計期間 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 17年 9月 30日) 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
訂正前 1,546円 88銭 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
訂正後 1,544円 67銭 

 

   
当中間連結会計期間 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 17年 9月 30日) 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益の算定

に用いられた普通株式

増加数の主要な内訳 

訂正前 

新株引受権 27,371株
新株予約権 
(ストックオプション)

27,819株

新株予約権付社債 196,078株
合計 251,268株  

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益の算定

に用いられた普通株式

増加数の主要な内訳 

訂正後 

新株引受権 27,371株
新株予約権 
(ストックオプション)

27,819株

新株予約権付社債 198,395株
合計 253,585株  

 
 
 



        
                           

(6) 平成 18年３月期 第１四半期財務・業績の概況 (非連結) 
   表紙 

 
潜在株式調整後 

１株当たり四半期(当期)純利益 
 訂正前 訂正後 
1８年３月期 第 1四半期 574円 29銭 573円 47銭 

    
   四半期財務諸表 
   注記事項（１株当たり情報） 

   
当四半期会計期間 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 17年 6月 30日) 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
訂正前 574円 29銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
訂正後 573円 47銭 

 

   
当四半期会計期間 

(自 平成 17年４月１日 
  至 平成 17年 6月 30日) 

潜在株式調整後１株当

たり四半期(当期)純利益
の算定に用いられた普

通株式増加数の主要な

内訳 

訂正前 

新株引受権 27,359株
新株予約権 
(ストックオプション)

28,454株

新株予約権付社債 196,078株
合計 251,891株  

潜在株式調整後１株当

たり四半期(当期)純利益
の算定に用いられた普

通株式増加数の主要な

内訳 

訂正後 

新株引受権 27,359株
新株予約権 
(ストックオプション)

28,454株

新株予約権付社債 198,395株
合計 254,208株  

 
 

以上 

 

 

 

 

 

 

＜報道関係の方からのお問い合わせ＞ 

イー･アクセス株式会社 

広報室 五十嵐、端本  

TEL：03-3588-7690  

E-mail：pr@eaccess.net 


