
【訂正前】　　　　　 【訂正後】
１．個別中間財務諸表等　 １．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表　 (1) 中間貸借対照表　

 注記  注記
 番号  番号

Ⅱ　固定資産 Ⅱ　固定資産

 　１．有形固定資産  ※２  　１．有形固定資産  ※２
  　(1)　建物  ※４   　(1)　建物  ※４
  　(2)　土地  ※５   　(2)　土地  ※５
  　(3)　その他   　(3)　その他  ※４
　　　 有形固定資産合計 　　　 有形固定資産合計

訂正箇所２　：　３ページ
【訂正前】　　　　　　 【訂正後】

 注記  注記
 番号  番号

 （資本の部）  （資本の部）
Ⅰ　資本金 Ⅰ　資本金
Ⅲ　利益剰余金 Ⅱ　利益剰余金
 　1.　利益準備金  　1.　利益準備金
 　2.　中間（当期）未処理損失  　2.　中間（当期）未処理損失
 　　　利益剰余金合計  　　　利益剰余金合計
Ⅳ　土地再評価差額金 Ⅲ　土地再評価差額金
Ⅴ　自己株式 Ⅳ　自己株式
　　資本合計 　　資本合計
　　負債資本合計 　　負債資本合計

　　　　問合せ先　取締役管理本部長　一　井　隆　夫
　　　　（電話番号　０７５－２５５－１２０１)

　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　個別中間財務諸表の概要」

（訂正）　　平成１９年３月期　個別中間財務諸表の概要の一部訂正について

区分 区分

の内容につきまして、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。
　なお、訂正箇所は下線で表示しております。

記
訂正箇所１　：　２ページ

区分 区分

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 18 年 12 月 13 日

　　　　会  社  名　　エ  コ  ナ  ッ  ク  株  式  会  社

　　　　（コード番号　３５２１　東証１部、大証１部）
　　　　代表者名　代表取締役社長　　 奥　村　英　夫

各　　位
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訂正箇所３　：　５ページ
【訂正前】
（２）中間損益計算書

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 227 309 606

　　２．受取手数料 1,320 1,320 2,640

　　３．固定資産賃貸料 6,060 6,000 12,120

　　４．その他 1,047 1,365 3,121

　　　　営業外収益合計 8,654 4.1 8,994 3.2 　 18,487 3.4 

Ⅴ　営業外費用 　

　　１．貸付賃借料 4,200 4,200 8,400

　　１．新株発行費 3,562 11,325 5,551

　　２．その他 7,762 2,658 13,951

　　　　営業外費用合計 7,762 3.7 18,184 6.4 13,951 2.5

　　　　経常損失 78,252 △37.0 88,608 △31.4 138,844 △25.2 

     税引前中間（当期）純損失 73,990 △35.0 76,964 △27.3 133,885 △24.3 

     法人税、住民税及び事業税 1,425 0.7 △1,488 0.5 2,850 0.5

     中間（当期）純損失 75,415 △35.7 78,453 △27.8 136,735 △24.8 

     前期繰越損失 1,120,152 ― 1,120,152

     中間(当期）未処理損失 1,195,567 ― 1,256,887

【訂正後】
（２）中間損益計算書

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 147 309 606

　　２．受取手数料 　― 1,320 2,640

　　３．固定資産賃貸料 　― 6,000 12,120

　　４．その他 8,507 1,365 3,121

　　　　営業外収益合計 8,654 4.1 8,994 3.2 　 18,487 3.4

Ⅴ　営業外費用 　

　　１．貸付資産関連費 　― 6,722 13,787

　　２．新株発行費 　― 11,325 　―

　　３．その他 7,762 136 164

　　　　営業外費用合計 7,762 3.7 18,184 6.4 13,951 2.5

　　　　経常損失 78,252 △37.0 88,608 △31.4 138,844 △25.2 

     税引前中間（当期）純損失 73,990 △35.0 76,964 △27.3 133,885 △24.3 

     法人税、住民税及び事業税 1,425 0.7 1,488 0.5 2,850 0.5

     中間（当期）純損失 75,415 △35.7 78,453 △27.8 136,735 △24.8 

     前期繰越損失 1,120,152 ― 1,120,152

     中間(当期）未処理損失 1,195,567 ― 1,256,887

前事業年度の要約損益計算書

（自　平成17年４月 １日

金額（千円）

　　至　平成17年９月30日）

前中間会計期間

（自　平成17年４月 １日

当中間会計期間

（自　平成18年４月 １日

金額（千円）

  　至　平成18年９月30日）

   　至　平成17年９月30日）      至　平成18年９月30日）    　至　平成18年３月31日）

　　至　平成18年３月31日）

金額（千円）

(中　 　 　略)

(中   　　略)

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度の要約損益計算書

（自　平成17年４月 １日 （自　平成18年４月 １日 （自　平成17年４月 １日

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
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訂正箇所４　：　６ページ
【訂正前】
(3) 中間株主資本等変動計算書
　当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

資本金 自己株式

【訂正後】
(3) 中間株主資本等変動計算書
　当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）

資本金 自己株式

訂正箇所５　：　10ページ
【訂正前】
　表示方法の変更

 　　　　　　　前中間会計期間  　　　　　　　当中間会計期間
　　　　　（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）

  （中間損益計算書）
　前中間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「受取手数料」及
び「固定資産賃貸料」は、その重要性に鑑み、
当中間会計期間より区分掲記しております。
　なお、前中間会計期間における「受取手数料」
及び「固定資産賃貸料」の金額は 1,320千円、
 6,060千円であります。

【訂正後】
　表示方法の変更

 　　　　　　　前中間会計期間  　　　　　　　当中間会計期間
　　　　　（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）

  （中間損益計算書）
　前中間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「受取手数料」及
び「固定資産賃貸料」は、その重要性に鑑み、
当中間会計期間より区分掲記しております。
　なお、前中間会計期間における「受取手数料」
及び「固定資産賃貸料」の金額は 1,320千円、
6,060千円であります。
　また、前中間会計期間まで営業外費用の「そ
の他」に含めて表示しておりました「貸付資産
関連費」は、その重要性に鑑み、当中間会計期
間より区分掲記しております。
　なお、前中間会計期間における「貸付資産関
 連費」の金額は 7,459千円であります。

訂正箇所６　：　11ページ
【訂正前】 【訂正後】
注記事項 注記事項
（中間貸借対照表関係）　　 （中間貸借対照表関係）　　

 　　　　　　当中間会計期間末  　　　　　　当中間会計期間末
 　 　   　（平成18年９月30日）  　 　   　（平成18年９月30日）

 ※４．建物のうち、遊休資産が 582千円、  ※４．建物のうち、遊休資産が 582千円、
 　　　構築物のうち遊休資産が 65千円含 　　　その他のうち遊休資産が 65千円含
 　　　まれております。  　　　まれております。

　株主資本

　株主資本

繰越利益剰余金

以　上　

資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
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