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平成 19 年５月 29 日 

各  位 

大阪市中央区伏見町四丁目１番１号 

エレコム株式会社 

取締役社長 葉田 順治 

(コード番号：６７５０) 

問合せ先 常務取締役  業務統括部長 

田 中  匡 

電話番号 06-6229-1418 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成19年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 

 

平成19年５月18日 15時30分に公表いたしました標記開示資料につきまして、一部訂正を要する箇所が

ありましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数

値データも送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正箇所 「平成19年３月期 決算短信」 １ページ 

(2)連結財政状態 

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年３月期 23,948 8,293 34.6 U496  51U 

18 年３月期 17,763 6,416 36.1 423  31 

（参考）－ 省 略 － 

 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年３月期 23,948 8,293 34.6 U511  51U 

18 年３月期 17,763 6,416 36.1 423  31 

（参考）－ 省 略 － 
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２．訂正箇所 「平成19年３月期 決算短信」 ２ページ 

(2)個別財政状態 

【訂正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年３月期 20,270 8,693 42.9 U521  87U 

18 年３月期 14,657 6,712 45.8 442  88 

（参考）－ 省 略 － 

 

【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年３月期 20,270 8,693 42.9 U536  87U 

18 年３月期 14,657 6,712 45.8 442  88 

（参考）－ 省 略 － 

 

３．訂正箇所 「平成 19 年３月期 決算短信」 39 ページ 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 19 年３月 31 日） 

  

１株当たり純資産額 423.31 円 

１株当たり当期純利益金額 16.75 円 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株引受権の残高がありますが、当社は非

上場のため、期中平均株価が把握できませんので記載

しておりません。 

 

 

────── 

 

１株当たり純資産額 U496.51U円 

１株当たり当期純利益金額 61.64 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 60.27 円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定にあたり、当社は平成 18 年 11 月 22 日にジャスダ

ック証券取引所へ上場しているため、非上場期間であ

る期首から前月(平成 18 年 10 月)までの平均株価は、

新規上場月から当連結会計年度末までの平均株価を適

用しております。 

(追加情報)  

 「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第４号）が平成 18 年１月

31 日付で改正されたことに伴い、当連結会計年度から

繰延ヘッジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係

る期末の純資産額に含めております。 

 なお、前連結会計年度末において採用していた方法

により算定した当連結会計年度末の１株当たり純資産

額は、 U487.91U円であります。 

（注）－ 省 略 － 
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【訂正後】 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 19 年３月 31 日） 

  

１株当たり純資産額 423.31 円 

１株当たり当期純利益金額 16.75 円 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株引受権の残高がありますが、当社は非

上場のため、期中平均株価が把握できませんので記載

しておりません。 

 

 

────── 

 

１株当たり純資産額 U511.51U円 

１株当たり当期純利益金額 61.64 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 60.27 円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定にあたり、当社は平成 18 年 11 月 22 日にジャスダ

ック証券取引所へ上場しているため、非上場期間であ

る期首から前月(平成 18 年 10 月)までの平均株価は、

新規上場月から当連結会計年度末までの平均株価を適

用しております。 

(追加情報)  

 「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第４号）が平成 18 年１月

31 日付で改正されたことに伴い、当連結会計年度から

繰延ヘッジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係

る期末の純資産額に含めております。 

 なお、前連結会計年度末において採用していた方法

により算定した当連結会計年度末の１株当たり純資産

額は、 U502.91U円であります。 

（注）－ 省 略 － 

 

３．訂正箇所 「平成 19 年３月期 決算短信」 58 ページ 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

     至 平成 19 年３月 31 日） 

 

１株当たり純資産額 442.88 円 

１株当たり当期純利益金額 △8.30 円 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株引受権の残高がありますが、当社は非

上場のため、期中平均株価が把握できませんので記載

しておりません。 

 

 

────── 

 

１株当たり純資産額 U521.87U円 

１株当たり当期純利益金額 68.54 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 67.02 円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定にあたり、当社は平成 18 年 11 月 22 日にジャスダ

ック証券取引所へ上場しているため、非上場期間であ

る期首から前月(平成 18 年 10 月)までの平均株価は、

新規上場月から当四半期末までの平均株価を適用して

おります。 

(追加情報) 

 「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第４号）が平成 18 年１月

31 日付で改正されたことに伴い、当事業年度から繰延

ヘッジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係る期

末の純資産額に含めております。 

 なお、前事業年度末において採用していた方法によ

り算定した当事業年度末の１株当たり純資産額は、

U513.26U円であります。 

（注）－ 省 略 － 
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【訂正後】 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

     至 平成 19 年３月 31 日） 

 

１株当たり純資産額 442.88 円 

１株当たり当期純利益金額 △8.30 円 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株引受権の残高がありますが、当社は非

上場のため、期中平均株価が把握できませんので記載

しておりません。 

 

 

────── 

 

 

１株当たり純資産額 U536.87U円 

１株当たり当期純利益金額 68.54 円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 67.02 円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定にあたり、当社は平成 18 年 11 月 22 日にジャスダ

ック証券取引所へ上場しているため、非上場期間であ

る期首から前月(平成 18 年 10 月)までの平均株価は、

新規上場月から当四半期末までの平均株価を適用して

おります。 

(追加情報) 

 「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第４号）が平成 18 年１月

31 日付で改正されたことに伴い、当事業年度から繰延

ヘッジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係る期

末の純資産額に含めております。 

 なお、前事業年度末において採用していた方法によ

り算定した当事業年度末の１株当たり純資産額は、

U528.26U円であります。 

 

（注）－ 省 略 － 

 

 

以上 

 


