
エ  コ  ナ  ッ  ク  株  式  会  社
代表者名 代表取締役社長
（コード番号　３５２１　東証１部、大証１部）
問合せ先 取締役管理本部長
（電話番号　０７５－２５５－１２０１)

【訂正前】

注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　　１．現金及び預金 650,986 1,760,233 633,686

　　２．受取手形及び売掛金 ※5 102,726 143,825 189,239

　　３．たな卸資産 37,158 51,545 38,839

　　４．未収還付法人税等 52,670 ― ―

　　６．その他 ※6 9,125 11,523 9,678

　　７．貸倒引当金 △11,991 △7,406 △21,277

      流動資産合計 840,675 68.1 1,956,720 85.1 850,166 71.9

【訂正後】

注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　　１．現金及び預金 650,986 1,760,233 633,686

　　２．受取手形及び売掛金 ※5 102,726 143,825 189,239

　　３．たな卸資産 37,158 51,545 38,839

　　４．未収還付法人税等 52,670 ― ―

　　５．その他 ※6 9,125 11,523 9,678

　　６．貸倒引当金 △11,991 △7,406 △21,277

      流動資産合計 840,675 68.1 1,959,720 85.1 850,166 71.9

当中間連結会計期間末

会 社 名
奥　村　英　夫

一　井　隆　夫

　なお、訂正箇所は下線で表示しております。

訂正箇所１　：　７ページ

４．中間連結財務諸表等

前連結会計年度の

記

区分 金額（千円）

（平成17年９月30日）

　（１）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（１）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度の

金額（千円） 金額（千円）

要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日）

（平成18年９月30日）

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） 要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 18 年 12 月 13 日
各　　位

内容につきまして、一部訂正する箇所がございましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。

　平成18年11月22日16時に発表いたしました「平成19年３月期　中間決算短信（連結）」の

（訂正）　　平成１９年３月期　中間決算短信（連結）の一部訂正について
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訂正箇所２　：　10ページ

【訂正前】
（２）中間連結損益計算書

区分
注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益

　　１．受取利息及び配当金 556 95 586

　　２．仕入割引 1,115 1,113 2,471

　　３．有償見本 3,159 1,949 5,442

　　４．受取手数料 2,357 2,306 4,564

　　５．その他 794 7,983 3.8 1,393 6,857 2.4 2,751 15,817 2.9

Ⅴ　営業外費用

　　１．新株発行費 ― 11,325 ―

　　２．投資事業組合損失 982 1,786 1,390

　　３．その他 1,357 2,340 1.1 1,470 14,582 5.2 2,539 3,929 0.7

　　　　経常損失 92,502 △43.7 94,800 △33.6 156,809 △28.4 

【訂正後】
（２）中間連結損益計算書

区分
注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益

　　１．受取利息及び配当金 556 95 586

　　２．仕入割引 1,115 1,113 2,471

　　３．有償見本   ― 1,949 　―

　　４．受取手数料 　― 2,306 　―

　　５．その他 6,311 7,983 3.8 1,393 6,857 2.4 12,759 15,817 2.9

Ⅴ　営業外費用

　　１．新株発行費 ― 11,325 ―

　　２．投資事業組合損失 　― 1,786 　―

　　３．その他 2,340 2,340 1.1 1,470 14,582 5.2 3,929 3,929 0.7

　　　　経常損失 92,502 △43.7 94,800 △33.6 156,809 △28.4 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度の

（自　平成17年４月 １日

金額（千円）

  　至　平成18年３月31日）

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

金額（千円）

　　至　平成17年９月30日）

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月 １日

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月 １日

金額（千円）

  　至　平成18年９月30日）

（自　平成17年４月 １日 （自　平成18年４月 １日 要約連結損益計算書

　　至　平成17年９月30日）   　至　平成18年９月30日） （自　平成17年４月 １日

  　至　平成18年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
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　　　　　訂正箇所３　：　11ページ
 　　　　【訂正前】　　　　　　　　　　　　　　　　　　【訂正後】
　　　　　(3) 中間連結剰余金計算書　及び　　　　　　　  (3) 中間連結剰余金計算書　及び
　　　　　　　中間連結株主資本等変動計算書　　　　　　　　  中間連結株主資本等変動計算書

　　　　　　中間連結剰余金計算書　　　　　　　　　　　　 　中間連結剰余金計算書

 注記  注記
区分  番号 区分  番号

 （資本剰余金の部）  （資本剰余金の部）
Ⅰ　資本剰余金期首残高 Ⅰ　資本剰余金期首残高
Ⅱ　資本剰余金減少高 Ⅱ　資本剰余金減少高
  　欠損てん補による減少額   　欠損てん補による減少額
Ⅳ　資本剰余金中間期末（期 Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
 　 末）残高  　 末）残高

 　　　　 訂正箇所４　：　19ページ
　　　　 【訂正前】
　　　　　 表示方法の変更

   　　（自　平成17年４月１日  　　　　（自　平成18年４月１日
   　　　至　平成17年９月30日）  　　　　　至　平成18年９月30日）

 （中間連結損益計算書）  
 　前中間連結会計期間まで営業外収益の「そ
 の他」に含めて表示しておりました「有償見
 本」及び「受取手数料」は、営業外収益の総
 額の100分の10を超えておりましたので、その
 重要性に鑑み、当中間連結会計期間より区分
 掲記しております。

 　なお、前中間連結会計期間における「有償
 見本」及び「受取手数料」の金額は　2,357
 千円、3,159千円であります。

 　　　　【訂正後】
　　　　　 表示方法の変更

   　　（自　平成17年４月１日  　　　　（自　平成18年４月１日
   　　　至　平成17年９月30日）  　　　　　至　平成18年９月30日）

 （中間連結損益計算書）  
 　前中間連結会計期間まで営業外収益の「そ
 の他」に含めて表示しておりました「有償見
 本」及び「受取手数料」は、営業外収益の総
 額の100分の10を超えておりましたので、その
 重要性に鑑み、当中間連結会計期間より区分
 掲記しております。
 　なお、前中間連結会計期間における「有償
 見本」及び「受取手数料」の金額は　3,159
 千円、2,357千円であります。

　　　

　　　

以　上　　 　

当中間連結会計期間　　　　　前中間連結会計期間

　　　　　前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
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