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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年６月26日に提出いたしました第７期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）有

価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報

告書の訂正報告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第１ 企業の概況 

  １ 主要な経営指標等の推移 

   （1） 連結経営指標等 

   （2） 提出会社の経営指標等 

 第２ 事業の状況 

  ７ 財政状態及び経営成績の分析 

   （2） 経営成績の分析 

      ⑤ 当期純利益 

 第４ 提出会社の状況 

  １ 株式等の状況 

   （2） 新株予約権等の状況 

 第５ 経理の状況 

  １ 連結財務諸表等 

   （1） 連結財務諸表 

         注記事項 

         １株当たり情報 

         ⑤ 連結附属明細表 

         社債明細表 

  ２ 財務諸表等 

   （1） 財務諸表 

         注記事項 

         １株当たり情報 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(訂正前) 

(1) 連結経営指標等 

 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) ― ― ― ― 60,353

経常利益 (百万円) ― ― ― ― 7,531

当期純利益 (百万円) ― ― ― ― 5,020

純資産額 (百万円) ― ― ― ― 34,543

総資産額 (百万円) ― ― ― ― 194,174

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― ― 24,281.66

１株当たり当期純利益 (円) ― ― ― ― 3,661.19

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― 3,093.51

自己資本比率 (％) ― ― ― ― 17.8

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 15.9

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 24.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― ― ― 17,186

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― ― ― △9,003

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― ― ― 45,401

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) ― ― ― ― 158,654

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) ― ― ― ― 
492
(458)

（注）省略 
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(2) 提出会社の経営指標等 

 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 5,193 20,276 38,143 57,907 60,353

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △5,912 △5,295 2,724 8,068 9,388

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) △5,861 △5,579 2,356 9,352 6,334

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 10,528 10,528 13,670 15,244 16,403

発行済株式総数 (株) 160,393 160,393 257,464 1,364,940 1,422,605

純資産額 (百万円) 11,066 5,487 15,963 28,476 35,517

総資産額 (百万円) 28,042 42,583 49,202 134,990 142,505

１株当たり純資産額 (円) 68,990.81
△312,662.17

(注)1
62,000.51 20,862.78 24,966.02

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

―

(―)

―

(―)

―

(―)

1,200 

(―) 

1,300

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △49,013.41
△123,974.69

(注)1
17,509.57 7,084.09 4,619.42

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 9,820.60 5,844.59 3,903.17

自己資本比率 (％) 39.5 12.9 32.4 21.1 24.9

自己資本利益率 (％) ― ― 22.0 42.1 19.8

株価収益率 (倍) ― ― 26.4 12.8 19.7

配当性向 (％) ― ― ― 16.9 28.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,464 1,613 12,732 23,902 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,373 △9,953 △4,053 △8,514 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 9,512 8,112 △1,693 70,987 ―

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 11,638 11,411 18,396 104,770 ―

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
205
(225)

236
(276)

265
(257)

395 
(316) 

332
(416)

（注）省略 
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(訂正後) 

(1) 連結経営指標等 

 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) ― ― ― ― 60,353

経常利益 (百万円) ― ― ― ― 7,531

当期純利益 (百万円) ― ― ― ― 5,020

純資産額 (百万円) ― ― ― ― 34,543

総資産額 (百万円) ― ― ― ― 194,174

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― ― 24,281.66

１株当たり当期純利益 (円) ― ― ― ― 3,661.19

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― 3,089.10

自己資本比率 (％) ― ― ― ― 17.8

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 15.9

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 24.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― ― ― 17,186

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― ― ― △9,003

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― ― ― 45,401

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) ― ― ― ― 158,654

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) ― ― ― ― 
492
(458)

（注）省略 
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(2) 提出会社の経営指標等 

 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 5,193 20,276 38,143 57,907 60,353

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △5,912 △5,295 2,724 8,068 9,388

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) △5,861 △5,579 2,356 9,352 6,334

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 10,528 10,528 13,670 15,244 16,403

発行済株式総数 (株) 160,393 160,393 257,464 1,364,940 1,422,605

純資産額 (百万円) 11,066 5,487 15,963 28,476 35,517

総資産額 (百万円) 28,042 42,583 49,202 134,990 142,505

１株当たり純資産額 (円) 68,990.81
△312,662.17

(注)1
62,000.51 20,862.78 24,966.02

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

―

(―)

―

(―)

―

(―)

1,200 

(―) 

1,300

(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) △49,013.41
△123,974.69

(注)1
17,509.57 7,084.09 4,619.42

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― 9,820.60 5,844.59 3,897.60

自己資本比率 (％) 39.5 12.9 32.4 21.1 24.9

自己資本利益率 (％) ― ― 22.0 42.1 19.8

株価収益率 (倍) ― ― 26.4 12.8 19.7

配当性向 (％) ― ― ― 16.9 28.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,464 1,613 12,732 23,902 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,373 △9,953 △4,053 △8,514 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 9,512 8,112 △1,693 70,987 ―

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 11,638 11,411 18,396 104,770 ―

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
205
(225)

236
(276)

265
(257)

395 
(316) 

332
(416)

（注）省略 
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第２ 【事業の状況】 

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(2) 経営成績の分析 

⑤当期純利益 

(訂正前) 

税金等調整前当期純利益は7,491百万円となり、税効果会計適用後の法人税等の負担額は

3,018百万円となっております。イー・モバイルが当連結会計年度に計上した損失のうち547百

万円が少数株主損失として少数株主負担となります。この結果、当連結会計年度における当期

純利益は5,020百万円となりました。１株当たり当期純利益は3,661円19銭、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益は3,093円51銭となっております。 

(訂正後) 

税金等調整前当期純利益は7,491百万円となり、税効果会計適用後の法人税等の負担額は

3,018百万円となっております。イー・モバイルが当連結会計年度に計上した損失のうち547百

万円が少数株主損失として少数株主負担となります。この結果、当連結会計年度における当期

純利益は5,020百万円となりました。１株当たり当期純利益は3,661円19銭、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益は3,089円10銭となっております。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(2) 【新株予約権等の状況】 

   （訂正前） 

平成13年改正旧商法第341条ノ２の規定に基づく新株予約権(平成16年６月10日取締役会決議) 

 

2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成16年６月28日発行) 

 
事業年度末現在 

(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成18年５月31日) 

新株予約権の数 4,600個 4,600個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 196,078株 196,078株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 117,300円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月12日

平成23年６月14日
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

117,300円

58,650円
同左 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使は

できない。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項はありません。 同左 

新株予約権付社債の残高 23,000百万円 同左 
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   （訂正後） 

平成13年改正旧商法第341条ノ２の規定に基づく新株予約権(平成16年６月10日取締役会決議) 

 

2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成16年６月28日発行) 

 
事業年度末現在 

(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成18年５月31日) 

新株予約権の数 4,600個 4,600個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 198,395株 201,450株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 115,930.30円 １株当たり 114,172.10円

新株予約権の行使期間 
平成16年７月12日

平成23年６月14日
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

資本組入額 

115,930.30円

57,966.00円

発行価格 

資本組入額 

114,172.10円

57,087.00円

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使は

できない。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項はありません。 同左 

新株予約権付社債の残高 23,000百万円 同左 

（注）平成18年６月22日開催の株主総会において決議された当社株主配当に伴い、平成18年４月１日に

遡って新株予約権の行使価格は調整されました。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

注記事項 

(１株当たり情報) 

(訂正前) 

 

項目 
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) 

１株当たり純資産額 24,281円66銭 

１株当たり当期純利益 3,661円19銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 3,093円51銭 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 

項目 
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) 

連結損益計算書上の当期純利益 5,020百万円 

普通株主に帰属しない金額 ― 

普通株式に係る当期純利益 5,020百万円 

期中平均株式数 1,371,117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 

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 
 

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 
(ストックオプション) 

 
38,290株 

イー・アクセス株式会社第１回企業価値向上 

新株予約権          2,700,000株 
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(訂正後) 

 

項目 
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) 

１株当たり純資産額 24,281円66銭 

１株当たり当期純利益 3,661円19銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 3,089円10銭 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 

項目 
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) 

連結損益計算書上の当期純利益 5,020百万円 

普通株主に帰属しない金額 ― 

普通株式に係る当期純利益 5,020百万円 

期中平均株式数 1,371,117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 

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 
 

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 
(ストックオプション) 

 
38,290株 

イー・アクセス株式会社第１回企業価値向上 

新株予約権          2,700,000株 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

(訂正前) 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率 
(％) 

担保 償還期限

イー・アク

セス(株) 
第１回無担保普通社債 

平成17年

３月24日
― 50,000 1.95 無担保 

平成22年

３月24日

イー・アク

セス(株) 
第２回無担保普通社債 

平成17年

３月24日
― 10,000 2.75 無担保 

平成24年

３月26日

イー・アク

セス(株) 

2011年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債 

平成16年

６月28日
― 23,000 0.00 無担保 

平成23年

６月28日

合計 ― ― ― 83,000 ― ― ― 

(注)１ 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため前期末残高は記載しておりません。 

２ 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。 

発行すべき株式の内容 イー・アクセス(株)普通株式 

新株予約権の発行価額 無償 

株式の発行価格 117,300円 

発行価額の総額 23,000百万円 

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 ―百万円 

新株予約権の付与割合 100％ 

新株予約権の行使請求期間 
平成16年７月12日から 
平成23年６月14日まで 

代用払込に関する事項 (注) 

(注) 本新株予約権を行使したときは、本社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行

使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。 

３ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額 

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

―百万円 ―百万円 ―百万円  50,000百万円 ―百万円 
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 (訂正後) 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率 
(％) 

担保 償還期限

イー・アク

セス(株) 
第１回無担保普通社債 

平成17年

３月24日
― 50,000 1.95 無担保 

平成22年

３月24日

イー・アク

セス(株) 
第２回無担保普通社債 

平成17年

３月24日
― 10,000 2.75 無担保 

平成24年

３月26日

イー・アク

セス(株) 

2011年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債 

平成16年

６月28日
― 23,000 0.00 無担保 

平成23年

６月28日

合計 ― ― ― 83,000 ― ― ― 

(注)１ 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため前期末残高は記載しておりません。 

２ 転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。 

発行すべき株式の内容 イー・アクセス(株)普通株式 

新株予約権の発行価額 無償 

株式の発行価格 115,930円30銭 

発行価額の総額 23,000百万円 

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 ―百万円 

新株予約権の付与割合 100％ 

新株予約権の行使請求期間 
平成16年７月12日から 
平成23年６月14日まで 

代用払込に関する事項 (注) 

(注) 本新株予約権を行使したときは、本社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行

使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。 

３ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額 

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

―百万円 ―百万円 ―百万円  50,000百万円 ―百万円 
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

注記事項 

(１株当たり情報) 

(訂正前) 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 20,862円78銭 24,966円02銭

１株当たり当期純利益 7,084円09銭 4,619円42銭

潜在株式調整後１株当たり 
純利益金額 

5,844円59銭

当社は、平成16年９月21日付をも
って１株につき５株の株式分割を
行っております。なお、当該株式
分割が前期首に行われたと仮定し
た場合の前期における１株当たり
情報については、以下のとおりと
なります。 

１株当たり純資産額 
12,400円10銭

１株当たり当期純利益 
3,501円91銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

1,964円12銭

3,903円17銭

 
(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益 9,352百万円 6,334百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 9,352百万円 6,334百万円

普通株式の期中平均株式数 1,320,155株 1,371,117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 

新株引受権 62,277株

新株予約権(ストック
オプション) 

69,428株

新株予約権付社債 148,268株

    合計 279,973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

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

―

新株予約権 

(ストックオプション) 

38,290株

イー・アクセス株式会社第１回企

業価値向上新株予約権 

2,700,000株
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(訂正後) 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 20,862円78銭 24,966円02銭

１株当たり当期純利益 7,084円09銭 4,619円42銭

潜在株式調整後１株当たり 
純利益金額 

5,844円59銭

当社は、平成16年９月21日付をも
って１株につき５株の株式分割を
行っております。なお、当該株式
分割が前期首に行われたと仮定し
た場合の前期における１株当たり
情報については、以下のとおりと
なります。 

１株当たり純資産額 
12,400円10銭

１株当たり当期純利益 
3,501円91銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

1,964円12銭

3,897円60銭

 
(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益 9,352百万円 6,334百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 9,352百万円 6,334百万円

普通株式の期中平均株式数 1,320,155株 1,371,117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 

新株引受権 62,277株

新株予約権(ストック
オプション) 

69,428株

新株予約権付社債 148,268株

    合計 279,973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

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

―

新株予約権 

(ストックオプション) 

38,290株

イー・アクセス株式会社第１回企

業価値向上新株予約権 

2,700,000株

 

 

 


