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平成 18 年 12 月７日 

各  位 

会社名  株式会社コネクトテクノロジーズ 

代表社名 代表取締役社長 加来 徹也 

（コード番号３７３６  東証マザーズ） 

問合せ先 取締役経営管理グループ 

ゼネラルマネージャー 小林 真人 

（ＴＥＬ ０３－５３６８－５５２０） 

 

【訂正】平成 18 年８月期 決算短信（連結）等の一部訂正について 

 

平成 18 年８月期決算短信（連結）等の記載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。併せて、当該期間の

半期報告書の訂正報告書を、関東財務局に提出しております。 

尚、当該訂正による、業績（連結・個別）に与える影響はありません。 

 

記 

 
１．訂正する決算短信（連結）等 

① 平成 18年８月期 中間決算短信（連結） 

② 平成 18年８月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

③ 平成 18年８月期 決算短信（連結） 

 

２．訂正箇所（正誤表） 

訂正箇所は＿罫を付して表示しております。 
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①  平成 18 年８月期 中間決算短信（連結） 

４．中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

項目 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

    

    

２．持分法の適用に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

持分法を適用していない

非連結子会社（恒接信息科

技（上海）有限公司）は、中間

純損失及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外

しております。 

同左 持分法を適用していない

非連結子会社（恒接信息科

技（上海）有限公司）は、当期

純損失及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外

しております。 

    

    

 

（訂正後） 

項目 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

    

    

２．持分法の適用に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 持分法を適用していない

非連結子会社（恒接信息科

技（上海）有限公司）は、中

間純損失及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用

から除外しております。 

（2）    ────── 

（1） 

同左 

 

 

 

 

 

 

（2） 他の会社等の議決権の

20％以上、50％以下を自己

の計算において所有してい

るにも関わらず関連会社とし

なかった当該他の会社等の

名称 

スマートワイヤレス(株) 

(関連会社としなかった理由）

当社グループは、スマート

ワイヤレス(株)の議決権の

20.5％を所有しております

が、財務及び営業又は事業

の方針の決定に対する影響

が一時的であると認められる

ためであります。 

（1） 持分法を適用していない

非連結子会社（恒接信息科

技（上海）有限公司）は、当

期純損失及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用

から除外しております。 

（2）    ────── 
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②  平成 18 年８月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

４．四半期連結財務諸表 

  四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

項目 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

    

    

２．持分法の適用に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

持分法を適用していない

非連結子会社（恒接信息科

技（上海）有限公司）は、第３

四半期純損失及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

同左 持分法を適用していない

非連結子会社（恒接信息科

技（上海）有限公司）は、当期

純損失及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外

しております。 

    

    

 

（訂正後） 

項目 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

    

    

２．持分法の適用に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 持分法を適用していない

非連結子会社（恒接信息科

技（上海）有限公司）は、第３

四半期純損失及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適

用から除外しております。 

（2）    ────── 

（1） 

同左 

 

 

 

 

 

 

（2） 他の会社等の議決権の

20％以上、50％以下を自己

の計算において所有してい

るにも関わらず関連会社とし

なかった当該他の会社等の

名称 

スマートワイヤレス(株) 

(関連会社としなかった理由）

当社グループは、スマート

ワイヤレス(株)の議決権の

20.5％を所有しております

が、財務及び営業又は事業

の方針の決定に対する影響

が一時的であると認められる

ためであります。 

（1） 持分法を適用していない

非連結子会社（恒接信息科

技（上海）有限公司）は、当

期純損失及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用

から除外しております。 

（2）    ────── 
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③  平成 18 年８月期 決算短信（連結） 

４．連結財務諸表等 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

項目 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日） 

   

   

２．持分法の適用に関する

事項 

 

 

 

持分法を適用していない非連結子会社（恒接

信息科技（上海）有限公司）は、当期純損失及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

同左 

   

   

 

（訂正後） 

項目 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日） 

   

   

２．持分法の適用に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 持分法を適用していない非連結子会社（恒

接信息科技（上海）有限公司）は、当期純損失

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、持分

法の適用から除外しております。 

（2）    ────── 

（1） 

同左 

 

 

 

（2） 他の会社等の議決権の 20％以上、50％以下

を自己の計算において所有しているにも関わ

らず関連会社としなかった当該他の会社等の

名称 

スマートワイヤレス(株) 

(関連会社としなかった理由） 

当社グループは、スマートワイヤレス(株)の

議決権の 20.5％を所有しておりますが、財務

及び営業又は事業の方針の決定に対する影

響が一時的であると認められるためでありま

す。 
   

   

 
 
 
 
 
 

以 上 


